
雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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

11 299 西杉土井 81.5 福広土井 宍粟市千種町黒土

CCCCCC 雌 04.01.14 ちょうちょ 黒2347323 照菊波 金本　清実

1 293 忠味土井 81.0 丸若土井 宍粟市波賀町道谷

BAABAA 原 雌 04.01.20 ゆうこ１ 黒2727033 菊俊土井 岸本　壮弘

1 293 丸若土井 81.0 菊西土井 宍粟市波賀町道谷

AAABAA 原 雌 04.01.20 つるひめ４の１ 黒2703992 福芳土井 岸本　壮弘

2 253 悠竜土井 80.0 丸宮土井 豊岡市但東町河本

      去 04.03.01 まさまる 黒2687534 芳悠土井 森井　正伸

8 247 山伸土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町河本

BBCABB 去 04.03.07 はるみや 黒原1587511 照長土井 森井　正彦

8 246 丸池土井 81.0 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

CACBAA 原 去 04.03.08 ふくたか 黒原1640962 高育 菊照土井 小牧　伸典

13 260 丸若土井 83.3 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

AAABAA 原 去 04.02.22 きくみ 黒原1449823 高育 福芳土井 小牧　伸典

6 268 北菊栄 80.5 菊西土井 朝来市和田山町安井

      去 04.02.14 かねひさ 黒2488352 福広土井 県北部農業技術センタ

2 229 照和土井 80.6 丸宮土井 朝来市山東町大内

      去 04.03.25 ぼたん２０１８ 黒2657200 芳悠土井 田中　甫

3 226 丸若土井 81.1 千代藤土井 養父市大屋町宮本

      去 04.03.28 てるふくちよ 黒原1774604 芳悠土井 寺尾　和敏

4 246 忠味土井 81.5 丸宮土井 養父市大屋町宮本

AAABAA 原 去 04.03.08 第２ふくみふく 黒原1732546 福芳土井 寺尾　智也

7 281 忠味土井 81.5 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 去 04.02.01 るみ２ 黒原1640966 菊俊土井 岩花　希

3 272 丸若土井 82.7 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

      去 04.02.10 みつやすひさ 黒原1774592 丸宮土井 岩花　希

2 265 山伸土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

      雌 04.02.17 やまやまみや 黒原1806619 丸宮土井 岩花　進
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9
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6
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7
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4
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5
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育種価資格

1
16507-3169-6

2
16236-1138-3

令和4年11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3
16236-1139-0



雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 258 芳悠土井 81.1 丸宮土井 養父市森

ABAABA 原 雌 04.02.24 えりみや 黒原1709840 福広土井 田村　正宏

8 265 丸池土井 82.7 福芳土井 養父市養父市場

BABCAA 原 雌 04.02.17 ふくみ 黒原1576337 照長土井 吉村　英之

4 261 藤彦土井 81.2 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AABCCA 原 雌 04.02.21 すずてつ 黒原1743119 芳悠土井 高橋　副武

1 267 藤彦土井 81.4 芳悠土井 養父市大屋町若杉

      雌 04.02.15 ひのり 黒原1841720 丸典土井 高橋　大樹

1 296 丸若土井 81.5 芳悠土井 豊岡市九日市中町

BAABAA 原 雌 04.01.17 りん 黒原1841702 茂栄波 谷山　道洋

1 255 丸若土井 81.3 芳悠土井 赤穂市木津

      雌 04.02.27 こうめ１ 黒2714991 千代藤土井 溝田　泰司

1 288 丸春土井 80.6 茂貴波 佐用郡佐用町宇根

      雌 04.01.25 あいこ５ 黒2727059 福広土井 妹尾　良恵

3 272 照和土井 80.3 丸富土井 宍粟市山崎町葛根

AACBBA 原 雌 04.02.10 おじろ７８５ 黒2582682 菊俊土井 吉岡　慎治

1 281 照忠土井 80.0 丸春土井 西脇市住吉町

CABAAA 去 04.02.01 ごいちよ 黒2723525 福芳土井 岡本　利弘

7 272 丸若土井 80.0 芳山土井 神戸市西区神出町

CAAAAA 原 雌 04.02.10 しづこ１６ 黒2465285 鶴山土井 池本　俊彦

11 266 丸池土井 82.0 福芳土井 神戸市北区淡河町神田

CACBAA 原 雌 04.02.16 みつふく２の３ 黒2387693 高 照長土井 奥下　均

1 265 丸若土井 81.0 照和土井 三田市上内神

AAAAAA 原 雌 04.02.17 やまみや３の６ 黒2723494 丸宮土井 蓬莱　宣俊

3 297 丸若土井 80.1 照忠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 雌 04.01.16 あきひめ 黒2642444 福芳土井 妻鹿　亮輔

4 293 藤彦土井 81.1 丸宮土井 三田市沢谷

AABCCA 原 雌 04.01.20 ももひめ 黒2587243 芳山土井 妻鹿　亮輔
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 290 山伸土井 80.6 照忠土井 小野市長尾町

      雌 04.01.23 おかかね１の１ 黒2727045 丸宮土井 岡田　輝泰

2 278 宮菊城 81.0 照忠土井 加古川市西神吉町西村

      去 04.02.04 ぎんみや１ 黒2674507 丸宮土井 坂口　則隆

11 259 山伸土井 80.8 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

ABBBBC 去 04.02.23 きくひめたに 黒原1488912 谷福土井 上田　真吾

5 259 丸若土井 80.7 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 原 去 04.02.23 ひさひめ 黒2549585 福広土井 上田　真吾

8 271 丸若土井 81.6 菊西土井 丹波市山南町北和田

BAAAAA 原 雌 04.02.11 てるひめぎく 黒原1594208 照長土井 田中　憲蔵

1 260 丸若土井 80.0 芳悠土井 丹波市氷上町大谷

BAAAAA 原 雌 04.02.22 えりひさ 黒2730587 照一土井 十倉　明雄

3 295 藤彦土井 81.0 照忠土井 丹波市氷上町小谷

AABCBA 原 雌 04.01.18 やまみや３の４ 黒原1758917 丸宮土井 細見　忠和

6 277 照和土井 80.8 芳悠土井 丹波篠山市味間奥

AABAAA 原 雌 04.02.05 つつじ２の２ 黒2510286 丸富土井 兵庫田中畜産㈱

2 244 忠味土井 80.1 照和土井 美方郡新温泉町古市

BABCBA 原 去 04.03.10 てるとしよし 黒2683831 菊俊土井 石原　美重子

9 249 照忠土井 82.2 芳山土井 美方郡新温泉町春来

BABAAB 去 04.03.05 ますみやま 黒原1592114 照長土井 田中　栄一

1 254 山長土井 79.8 照和土井 美方郡新温泉町多子

BBBAAA 原 去 04.02.28 つるかず 黒2735242 福芳土井 竹下　与輔

5 258 忠味土井 81.7 芳山土井 美方郡新温泉町切畑

BABBAA 原 去 04.02.24 たけの８の６５３ 黒2554431 鶴山土井 倉田　拓磨

8 269 山伸土井 81.3 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AACABB 去 04.02.13 たつふく２ 黒原1624569 福芳土井 村尾　賢一

4 263 山伸土井 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

AABAAA 原 去 04.02.19 ふくよ 黒2594455 改 照忠土井 尾崎　栄太郎
42
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 259 西杉土井 81.5 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

CACBAB 去 04.02.23 よしみ３ 黒原1709602 高改 菊俊土井 吉岡　芳彦

2 245 山長土井 80.0 富亀土井 美方郡香美町村岡区味取

CACBBB 去 04.03.09 てるよ 黒2683801 芳山土井 阿瀬　稔

15 258 山伸土井 81.5 照広土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACAAB 去 04.02.24 まさひろ１ 黒2209100 改 第２鶴雪土井 対中　広芳

5 267 山伸土井 81.1 照忠土井 美方郡香美町村岡区神坂

AACAAA 原 雌 04.02.15 てるあき１ 黒原1709579 福芳土井 伊沢　栄一

9 277 山伸土井 79.5 照忠土井 美方郡香美町村岡区萩山

AAAAAA 原 雌 04.02.05 たけてる 黒2423258 改 菊俊土井 西村　忠一

3 242 照和土井 80.5 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAAAAA 原 雌 04.03.12 ゆきなが３１７ 黒2594404 菊俊土井 井上　哲也

8 242 忠味土井 80.4 丸富土井 美方郡香美町村岡区熊波

BBCBBA 原 雌 04.03.12 はなふくまる 黒原1624641 福芳土井 井上　哲也

2 281 忠味土井 84.7 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 雌 04.02.01 たかとみ５ 黒原1804269 丸富土井 森脇　雄一

6 293 茂貴波 83.7 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 04.01.20 よしの８ 黒原1653810 照長土井 森脇　雄一

5 268 忠味土井 81.1 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 雌 04.02.14 あんみつ 黒2514950 丸富土井 中井　のり子

12 262 山伸土井 81.8 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AACAAB 原 雌 04.02.20 みのり３の２ 黒原1482279 照長土井 寺谷　進

1 281 山長土井 81.7 照忠土井 美方郡新温泉町久斗山

CACBAA 原 雌 04.02.01 おおみぞひさ１ 黒原1841691 芳悠土井 中村　文吾

4 275 芳悠土井 80.4 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

CCBBBA 去 04.02.07 ゆきの 黒2570837 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

10 274 丸池土井 80.5 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

CBCCCB 去 04.02.08 としつる 黒2362261 福芳土井 大封アグリ　一宮牧場
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 277 丸若土井 81.0 芳悠土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA 原 去 04.02.05 みなよし 黒原1725518 丸宮土井 上垣　勇吾

6 293 藤彦土井 80.4 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAACBA 原 去 04.01.20 あとむ２ 黒2519057 福芳土井 高橋　副武

2 278 忠味土井 80.6 丸池土井 養父市大屋町若杉

      去 04.02.04 このむ３ 黒2642275 芳悠土井 高橋　潤也

3 276 丸池土井 81.2 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACCAA 原 去 04.02.06 あぜみち 黒原1766386 菊道土井 高橋　副武

1 274 藤彦土井 81.3 照忠土井 養父市大屋町若杉

AABCAA 原 去 04.02.08 むらき 黒原1841719 丸宮土井 高橋　大樹

6 245 藤彦土井 82.2 芳悠土井 豊岡市中郷

AABCBA 原 去 04.03.09 あじさい 黒原1692352 照一土井 新田　拡樹

6 236 丸春土井 81.2 照也土井 豊岡市日高町知見

CACBAB 去 04.03.18 やまてる 黒原1489152 改 谷福土井 山崎　豊志

3 266 北菊栄 79.8 照村土井 朝来市和田山町安井

      去 04.02.16 てるこすぎ 黒2594470 芳悠土井 県北部農業技術センタ

11 263 悠森土井 81.6 鶴丸土井 朝来市岩津

      去 04.02.19 第２さちふく 黒原1501786 谷福土井 西垣　篤志

3 253 芳悠土井 80.7 丸池土井 朝来市和田山町野村

AACBBA 原 去 04.03.01 いけきくみ１８ 黒2642346 照明土井 宮田　貴身仁

1 240 丸若土井 80.7 芳山土井 朝来市和田山町中

AAABAA 原 雌 04.03.14 ひでみ４ 黒2735345 菊西土井 宮田　靖仁

9 269 丸池土井 81.5 菊宮土井 豊岡市竹野町三原

CABBAA 原 雌 04.02.13 ぼたん６ 黒原1449795 谷福土井 加悦　大三郎

10 268 芳悠土井 80.2 丸福土井 豊岡市野上

CABBAA 原 雌 04.02.14 ひさまる１０ 黒原1528508 改 福芳土井 西垣　富夫

6 259 丸若土井 83.5 芳悠土井 豊岡市目坂

AAABAA 原 雌 04.02.23 みつるの５ 黒原1667069 改 谷美土井 谷口　衣津美

69
15423-3915-3

70
15025-3109-2

66
15025-2835-1

67
16450-1544-2

68
15423-3909-2

63
15025-2744-6

64
08727-6603-5

65
15025-3073-6

60
16450-1662-3

61
16450-1660-9

62
15423-3937-5

57
15025-3133-7

58
16450-1650-0

59
16450-1658-6



雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 282 丸池土井 83.8 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

BACCAA 原 雌 04.01.31 かなみやひさ 黒原1655351 丸富土井 岩花　希

5 272 忠味土井 80.5 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 雌 04.02.10 みつてる２ 黒2554628 照一土井 岩花　希

7 262 藤彦土井 81.2 丸宮土井 姫路市夢前町宮置

AABCCA 原 去 04.02.20 あかり 黒原1601373 照長土井 村田　修子

1 257 丸若土井 79.8 照忠土井 宍粟市山崎町葛根

AAAAAA 原 去 04.02.25 めぐただ 黒2727028 福芳土井 吉岡　慎治

6 251 丸若土井 80.4 照忠土井 赤穂市木津

BAABAA 原 去 04.03.03 れいこ２ 黒2519149 菊俊土井 溝田　泰司

6 256 芳悠土井 80.6 照一土井 多可郡多可町八千代区中野間

CBCAAA 原 雌 04.02.26 きくひめ 黒2448993 菊俊土井 有田　覚

8 262 照和土井 80.3 芳悠土井 ET産子 神戸市西区神出町紫合

AABAAA 原 雌 04.02.20 あつひめ 黒2547188 福俊土井 渕上　健一郎

1 254 忠味土井 81.4 照和土井 神戸市西区岩岡町古郷

      雌 04.02.28 よしこ1の1 黒2735364 丸池土井 碓永　嘉彦

2 261 照和土井 81.1 丸池土井 三田市上内神

      雌 04.02.21 まちいけ 黒2674480 茂広波 蓬莱　宣俊

3 291 芳悠土井 79.4 照忠土井 三田市沢谷

CABBAA 原 雌 04.01.22 きくひめ７ 黒2629953 菊俊土井 妻鹿　亮輔

2 287 丸明波 80.5 千代藤土井 三田市沢谷

BACBBA 原 雌 04.01.26 ともちよ 黒2642442 福芳土井 妻鹿　亮輔

14 276 山伸土井 80.4 福芳土井 小野市長尾町

AABBAB 原 雌 04.02.06 あいこ 黒2207177 照長土井 岡田　勇治

4 275 丸若土井 80.8 丸宮土井 小野市河合西町

BAABAA 原 去 04.02.07 ちよみ４ 黒2592267 菊俊土井 堀井　光仁

3 252 忠味土井 81.0 丸宮土井 加古川市平岡町新在家

      去 04.03.02 あつひめ 黒2642446 芳悠土井 兵庫県立農業高等学校
84

16546-6032-9

81
16470-0389-8

82
15618-1441-9

83
15611-1373-4

78
16052-6778-2

79
14431-0026-5

80
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73
16634-0011-4
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15025-3030-9



雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 249 丸若土井 80.8 丸宮土井 丹波市春日町野上野

BAAAAA 原 去 04.03.05 よしやす２の２８ 黒2554527 高 芳山土井 杉本　政雄

13 262 山伸土井 81.8 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BBCBBB 去 04.02.20 まいこ２７ 黒原1391322 谷美土井 上田　真吾

7 256 丸若土井 80.2 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

CBAAAB 雌 04.02.26 たかまる 黒2450341 菊安土井 上田　真吾

4 246 山伸土井 80.3 茂初波 丹波市山南町北和田

BACAAC 雌 04.03.08 はつみ 黒2554541 千代藤土井 田中　栄作

10 255 藤彦土井 80.5 照一土井 丹波市市島町中竹田

AABCCA 原 雌 04.02.27 たにとし 黒原1488936 福芳土井 ひょうたん農場㈱

3 280 丸春土井 81.5 菊西土井 丹波篠山市今田町市原

BABBBA 原 去 04.02.02 ゆきむら１ 黒2619947 丸宮土井 古家後　康夫

6 259 山伸土井 80.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区神坂

BACAAA 原 去 04.02.23 さわひろ 黒2493624 改 菊俊土井 伊沢　正一

7 246 山伸土井 78.8 鶴神土井 美方郡香美町村岡区萩山

CACAAB 去 04.03.08 ながつるひめ 黒2480506 照也土井 田中　稔

7 260 芳悠土井 81.1 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABBCBA 原 去 04.02.22 かりんの２ 黒原1653815 高 福広土井 小林　操

2 267 山伸土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AACAAA 原 去 04.02.15 いまひさ 黒原1785583 照忠土井 今井　正人

14 265 忠味土井 83.2 福芳土井 美方郡新温泉町春来

BBBBBA 原 去 04.02.17 さかえ５の２ 黒原1404910 照長土井 田中　宏道

1 255 忠味土井 79.7 芳山土井 美方郡新温泉町多子

BABCAA 原 去 04.02.27 てるよし 黒2735241 照一土井 中丘　亀雄

5 268 忠味土井 80.4 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 去 04.02.14 きくひさ 黒2554436 照長土井 村尾　賢一

13 254 悠森土井 81.7 照一土井 美方郡新温泉町塩山

      去 04.02.28 さとみ２ 黒原1444378 高 谷福土井 坂本　隆子
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 239 照忠土井 81.4 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA 原 去 04.03.15 ふくにしき３ 黒原1785592 照長土井 植田　秀作

3 274 照忠土井 83.3 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

BAAAAA 原 雌 04.02.08 ともよし４の３ 黒原1772051 芳山土井 大田　好雄

3 262 照和土井 83.0 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

AABABA 原 雌 04.02.20 ともひさ 黒原1772025 鶴丸土井 山本　智明

2 272 山長土井 80.6 照忠土井 美方郡香美町小代区貫田

CACBAB 雌 04.02.10 ごいちよ２の１ 黒2638137 鶴神土井 小林　義富

8 271 忠味土井 84.0 芳悠土井 美方郡香美町小代区野間谷

BAABAA 原 雌 04.02.11 つねふじ５ 黒原1624650 高育 鶴丸土井 朝倉　久子

10 259 富智土井 82.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

CACAAA 原 雌 04.02.23 ゆきこ５ 黒原1444296 安幸土井 村岡アグリファーム㈱

7 268 忠味土井 82.2 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABBCCA 原 雌 04.02.14 さわひろ 黒原1624639 幸豊土井 森脇　薫明

6 262 悠森土井 80.3 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 04.02.20 ななみ 黒2493639 福芳土井 森脇　薫明

10 256 忠味土井 81.5 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACCBB 原 雌 04.02.26 あい３ 黒原1482241 照長土井 森脇　薫明

8 233 丸若土井 81.7 福芳土井 美方郡香美町香住区丹生地

AAAAAA 原 雌 04.03.21 ともこ 黒原1624661 丸宮土井 今西　修輔

9 290 丸池土井 80.5 福芳土井 宍粟市波賀町道谷

AABCAA 原 雌 04.01.23 みゆき３の３ 黒2431381 菊俊土井 岸本　章弘

3 286 悠森土井 80.2 丸宮土井 宍粟市波賀町道谷

      原 雌 04.01.27 まゆみ１ 黒2634540 照忠土井 岸本　章弘

6 288 宮菊城 80.4 丸富土井 宍粟市一宮町上岸田

AAABAB 原 雌 04.01.25 なおとみ 黒2485562 福芳土井 大封アグリ　一宮牧場

7 263 北菊栄 79.1 宮奥城 朝来市和田山町安井

      去 04.02.19 きくおく 黒2433975 照城波 県北部農業技術センタ
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 257 北菊栄 80.0 菊西土井 朝来市和田山町安井

      去 04.02.25 たけえり 黒2442904 鶴神土井 県北部農業技術センタ

4 272 丸若土井 81.0 芳山土井 養父市森

AAABAA 原 去 04.02.10 えりやま 黒原1743143 菊俊土井 田村　正宏

1 271 藤彦土井 81.1 丸若土井 養父市森

AAACAA 原 去 04.02.11 ふくわかまる 黒2735297 照忠土井 田村　正宏

5 271 忠味土井 83.0 丸宮土井 養父市養父市場

BAABAA 原 雄 04.02.11 ふくみや 黒2482882 丸福土井 吉村　英美

14 244 丸春土井 81.8 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CCCBBB 去 04.03.10 かなえ３ 黒原1369004 照長土井 森井　正彦

4 235 忠味土井 80.5 丸宮土井 豊岡市但東町河本

BAABAA 原 去 04.03.19 まるよし 黒2554550 芳山土井 森井　正彦

2 243 山伸土井 80.8 丸池土井 豊岡市但東町高竜寺

AACAAA 原 去 04.03.11 まつえ６ 黒2687532 福芳土井 小牧　伸典

11 237 山伸土井 81.3 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

AABAAA 原 去 04.03.17 たかこ 黒原1528516 高育 福広土井 小牧　成基

11 244 芳悠土井 81.6 丸宮土井 豊岡市九日市中町

BBCBBA 原 去 04.03.10 よしま 黒原1528504 高育 光照土井 谷山　悦子

6 262 丸若土井 80.1 芳山土井 左肋大輪 豊岡市野上

      去 04.02.20 あいまる２７ 黒2519014 鶴丸土井 その他 西垣　富夫

2 261 丸若土井 81.0 芳悠土井 養父市大屋町若杉

      去 04.02.21 よすぎ 黒原1806627 丸宮土井 高橋　潤也

4 275 藤彦土井 81.5 芳悠土井 養父市大屋町若杉

AABCCA 原 雌 04.02.07 ふくみ２ 黒原1732550 丸宮土井 高橋　副武

11 266 丸若土井 81.4 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAACAA 原 雌 04.02.16 みかづき 黒原1528556 照長土井 高橋　副武

2 243 丸若土井 81.5 芳悠土井 豊岡市出石町暮坂

BBBBAA 原 雌 04.03.11 わかひさ 黒原1756049 宮奥城 旗谷　仁志
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 244 藤彦土井 80.3 芳悠土井 朝来市山東町大内

AABCCA 原 雌 04.03.10 ゆきひめ２ 黒2687586 丸富土井 田中　甫

3 273 照和土井 81.1 芳悠土井 佐用郡佐用町横坂

      去 04.02.09 ちえひめ５の２ 黒2612185 照忠土井 横坂共栄農場

4 278 丸若土井 81.8 芳悠土井 宍粟市山崎町葛根

AAABAA 原 去 04.02.04 よしひさ３ 黒2549558 照菊波 杉田　真人

2 258 丸若土井 81.0 照和土井 姫路市白鳥台

AAAAAA 原 去 04.02.24 たかやすかず 黒2691123 千代藤土井 石原　寛大

2 255 山伸土井 81.0 丸春土井 多可郡多可町八千代区中野間

BACAAA 原 雌 04.02.27 みどり 黒2687642 照一土井 有田　覚

6 274 忠味土井 80.1 丸宮土井 三田市上内神

BBAAAA 原 去 04.02.08 みやてる 黒2497042 福芳土井 蓬莱　光雄

6 304 丸春土井 80.2 照忠土井 三田市ゆりのき台

CACAAA 原 去 04.01.09 さちただ 黒2517168 福芳土井 岡本　光史

2 281 照和土井 80.2 富亀土井 三田市上内神

AABAAA 原 去 04.02.01 あきかめ 黒2674481 芳悠土井 蓬莱　宣俊

2 283 宮菊城 81.0 丸宮土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 雌 04.01.30 ゆめじ 黒2619905 芳悠土井 妻鹿　亮輔

3 282 忠味土井 81.0 丸池土井 三田市沢谷

BABBAA 原 雌 04.01.31 らいん 黒2629959 福芳土井 妻鹿　亮輔

2 292 千代藤土井 80.6 芳悠土井 小野市河合西町

      雌 04.01.21 ちよみ４の１ 黒2681223 丸宮土井 堀井　光仁

15 269 丸若土井 81.0 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CAAAAA 去 04.02.13 こだま 黒原1313554 照長土井 上田　真吾

12 272 丸若土井 81.0 福広土井 丹波市柏原町下小倉

BAACAA 原 去 04.02.10 ろくふく２ 黒原1409603 鶴丸土井 上田　真吾

8 257 丸若土井 81.2 福芳土井 丹波市市島町中竹田

AAABAB 去 04.02.25 ぎんひまご 黒原1610932 菊俊土井 ひょうたん農場㈱
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 267 照忠土井 81.0 丸富土井 丹波市氷上町犬岡

BABBAA 原 雌 04.02.15 こすぎ３の３ 黒原1653952 福芳土井 勢志　政和

3 270 丸若土井 81.0 芳悠土井 丹波市柏原町柏原

BAABAA 原 雌 04.02.12 きくみ 黒原1772054 菊俊土井 下山　一彦

3 254 照和土井 80.3 千代藤土井 丹波篠山市味間奥

AABAAA 原 雌 04.02.28 つつじ１８ 黒2638196 芳悠土井 兵庫田中畜産㈱

8 258 富智土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

BACBAA 原 去 04.02.24 てるひろ 黒原1592105 照長土井 鎌田　活美

13 238 照忠土井 82.0 福広土井 美方郡新温泉町高山

BABBAB 去 04.03.16 ゆきこ 黒原1444346 谷福土井 西村　英明

2 226 悠森土井 80.0 照忠土井 美方郡新温泉町多子

      去 04.03.28 きよみ８ 黒2683815 照波土井 竹下　千江子

3 246 山伸土井 80.8 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

AABBAA 原 去 04.03.08 つつじ 黒2638157 菊毬土井 西村　岳人

3 258 忠味土井 81.4 菊西土井 美方郡新温泉町切畑

AABBAA 原 去 04.02.24 のりふく３ 黒原1772018 福芳土井 倉田　拓磨

5 249 富亀土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町海上

CBCCCB 去 04.03.05 きくまる 黒原1692296 改 福芳土井 尾崎　栄太郎

9 248 照忠土井 81.6 芳山土井 美方郡香美町小代区神水

CAAAAB 去 04.03.06 まつふく 黒原1592096 高 照長土井 藤原　吉子

7 261 山長土井 80.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区境

CBCBBB 去 04.02.21 ひめかひめ 黒原1592065 照俊土井 田中　一馬

11 246 芳悠土井 80.4 照一土井 美方郡香美町村岡区熊波

BBCAAA 原 去 04.03.08 てるしげ３ 黒原1524414 谷福土井 井上　哲也

6 235 忠味土井 81.2 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

CABBAA 原 去 04.03.19 おおみぞひさ 黒原1653803 改 丸福土井 井上　哲也

8 226 山伸土井 81.0 照也土井 美方郡香美町村岡区中大谷

BACAAB 原 雌 04.03.28 ふくひめ 黒原1624604 福芳土井 藤岡　義久
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151
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 259 照忠土井 79.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

CBBBAC 雌 04.02.23 みつふく６の１ 黒2413816 第２鶴雪土井 小林　操

5 251 山長土井 80.0 茂初波 美方郡香美町村岡区味取

CBCBBC 雌 04.03.03 やすひで１の１６ 黒2554409 改 丸博土井 村岡アグリファーム㈱

6 259 山伸土井 81.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区味取

AABAAB 原 雌 04.02.23 つるよ 黒原1679872 改 鶴味土井 阿瀬　稔

8 232 山伸土井 82.2 丸富土井 美方郡香美町小代区神場

AACBBB 原 雌 04.03.22 とみこ 黒原1624649 福芳土井 上治　秀正

7 242 山伸土井 82.7 福芳土井 美方郡香美町小代区久須部

BABAAA 原 雌 04.03.12 よしつね８ 黒原1624657 高育改 鶴丸土井 福田　富夫

4 243 照忠土井 80.6 丸福土井 美方郡新温泉町海上

CABAAB 雌 04.03.11 ちはる８の３ 黒2594451 福芳土井 植田　秀作

4 247 山伸土井 84.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BACAAA 原 雌 04.03.07 てるひさ 黒原1740242 照忠土井 村尾　千代美

9 268 山伸土井 81.4 照一土井 美方郡新温泉町諸寄

AABAAA 原 雌 04.02.14 てるいち 黒2433941 福芳土井 田中　祥子

2 279 丸若土井 81.3 富亀土井 宍粟市波賀町道谷

BABBAA 原 雌 04.02.03 おおみぞ３の１ 黒2681216 菊俊土井 岸本　壮弘

10 279 芳悠土井 81.0 菊俊土井 ET産子 宍粟市一宮町上岸田

CCCBCA 原 雌 04.02.03 てるみや３ 黒原1409485 鶴丸土井 大封アグリ　一宮牧場

10 268 丸池土井 79.6 福芳土井 豊岡市竹野町三原

BABBAA 原 去 04.02.14 ぼたん８の１ 黒2424416 菊宮土井 加悦　大三郎

1 247 丸池土井 81.3 芳悠土井 豊岡市中郷

CACBAA 原 去 04.03.07 ふくみ２７ 黒原1841699 菊俊土井 新田　拡樹

2 222 丸若土井 81.0 千代藤土井 朝来市和田山町中

BAAAAA 原 去 04.04.01 きよみやふじ 黒2687585 丸宮土井 宮田　靖仁

2 245 芳悠土井 81.1 丸池土井 朝来市和田山町野村

AABCAA 原 去 04.03.09 ふくまちいけ１９ 黒原1819521 福芳土井 宮田　貴身仁
168
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 269 山伸土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BBBAAA 原 去 04.02.13 ふく３ 黒原1587516 照明土井 高橋　大樹

1 269 照和土井 81.0 丸若土井 養父市大屋町若杉

      去 04.02.13 たき１ 黒原1841715 芳悠土井 高橋　副武

1 264 丸池土井 81.6 照忠土井 養父市大屋町若杉

CACAAA 原 去 04.02.18 みよしむら 黒原1819516 芳悠土井 高橋　大樹

4 261 藤彦土井 80.6 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

ABBCCA 原 去 04.02.21 やまみや２ 黒2598885 菊俊土井 岩花　進

1 249 忠味土井 82.0 丸若土井 養父市大屋町宮垣

      去 04.03.05 あいまるわか 黒原1841735 芳悠土井 岩花　希

4 258 丸若土井 81.4 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 雌 04.02.24 てるふく１の２ 黒原1743137 高 丸宮土井 岩花　希

7 260 山伸土井 81.1 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AABAAA 原 雌 04.02.22 つばき２ 黒原1655355 福芳土井 上垣　勇吾

3 253 丸若土井 80.1 芳悠土井 朝来市岩津

      雌 04.03.01 かな 黒2642336 丸福土井 西垣　篤志

7 256 山伸土井 81.1 丸宮土井 豊岡市駄坂

BACAAB 原 雌 04.02.26 ともこ３の１ 黒原1647535 改 照長土井 谷口　佳広

3 240 藤彦土井 81.6 芳悠土井 豊岡市九日市中町

AABCCA 原 雌 04.03.14 しげよし 黒原1774573 福芳土井 谷山　悦子

8 240 丸池土井 81.5 芳悠土井 豊岡市但東町河本

BACBBA 原 雌 04.03.14 すぎひさ 黒2454113 高育 照菊波 森井　正彦

6 239 山伸土井 82.0 丸宮土井 豊岡市但東町河本

AABAAA 原 雌 04.03.15 みやもり３ 黒2519020 菊俊土井 森井　正彦

1 253 丸若土井 80.1 丸池土井 姫路市夢前町宮置

BAAAAA 原 去 04.03.01 ひので 黒2714989 福俊土井 村田　修子

2 256 丸若土井 80.3 千代藤土井 赤穂郡上郡町大持

      去 04.02.26 ちえ 黒2681273 芳山土井 上郡高校
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 252 丸若土井 79.1 芳悠土井 兵庫県赤穂市鷏和

CABAAA 原 去 04.03.02 さかよ１０１の４ 黒2582687 照一土井 後藤　那由太

3 269 茂郷波 80.6 丸宮土井 三田市上内神

BBBAAA 原 去 04.02.13 かとり 黒2619903 福芳土井 蓬莱　光雄

6 274 丸若土井 79.0 丸明波 ET産子 神戸市西区岩岡町岩岡

CABAAA 去 04.02.08 よねとしあき 黒2452222 菊俊土井 安福　要

5 273 丸若土井 80.7 芳悠土井 三田市ゆりのき台

BAABAA 原 去 04.02.09 よしひろ 黒2556943 茂広波 岡本　光史

1 258 丸若土井 80.2 芳悠土井 三田市上内神

      去 04.02.24 かめ 黒2687595 茂和美波 蓬莱　宣俊

6 276 忠味土井 80.0 丸宮土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 雌 04.02.06 めぐまる 黒2517155 照忠土井 妻鹿　亮輔

4 270 丸春土井 80.4 芳悠土井 三田市沢谷

BBCBBA 原 雌 04.02.12 はるみよし 黒2524104 照一土井 妻鹿　亮輔

1 267 芳山土井 79.4 丸宮土井 小野市広渡町

BAACAB 原 雌 04.02.15 ふくひめ４ 黒2714961 福芳土井 前田　勇雄

2 275 山伸土井 80.8 丸宮土井 丹波市柏原町柏原

AABAAB 去 04.02.07 はまふく 黒2683910 菊宮土井 下山　一彦

4 251 藤彦土井 81.5 丸宮土井 丹波市春日町鹿場

AABCCA 原 去 04.03.03 みきまる 黒原1740419 菊俊土井 田川　良一

2 266 富亀土井 82.6 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

BBCCCA 原 去 04.02.16 おふく１の４ 黒2561134 菊俊土井 上田　晴世

8 291 丸若土井 80.2 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 原 雌 04.01.22 たまふく 黒原1610924 菊俊土井 上田　真吾

4 260 丸若土井 80.3 照忠土井 丹波市市島町乙河内

BAAAAA 原 雌 04.02.22 ごいちよ３ 黒2576145 菊俊土井 荻野　浩

4 264 藤彦土井 81.3 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

AABCCA 原 雌 04.02.18 はなゆり 黒原1740403 福芳土井 ひょうたん農場㈱
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 266 忠味土井 80.0 菊俊土井 丹波篠山市曽地口

CCBCCB 去 04.02.16 あんみつひめ５ 黒2396557 高 照菊波 清水　健司

17 276 忠味土井 81.5 照長土井 美方郡香美町香住区丹生地

CABBAB 去 04.02.06 たかこ 黒原1299683 菊安土井 今西　修輔

6 250 山長土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区神坂

CACAAB 去 04.03.04 ゆきてる 黒原1679863 福芳土井 伊沢　栄一

9 251 忠味土井 80.8 丸福土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABBAA 原 去 04.03.03 ふくさと３ 黒原1524397 福芳土井 森脇　薫明

13 262 忠味土井 81.1 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BCABBB 去 04.02.20 ふくよ 黒原1404867 改 菊照土井 森脇　雄一

2 257 忠味土井 81.5 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 04.02.25 ふくだ 黒原1804265 芳山土井 森脇　雄一

2 242 山伸土井 82.2 照和土井 美方郡香美町小代区新屋

AABAAA 原 去 04.03.12 みやかず 黒原1804288 福芳土井 中村　芳老

11 265 悠森土井 83.3 丸福土井 美方郡新温泉町春来

      去 04.02.17 おふく 黒原1482236 改 鶴山土井 田中　宏道

3 243 山伸土井 80.6 丸福土井 美方郡新温泉町海上

CACAAA 去 04.03.11 ちはる３の２ 黒2594452 芳悠土井 植田　秀作

8 259 山伸土井 82.2 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

AABBAA 原 去 04.02.23 ふくみ 黒原1624570 高改 福芳土井 村尾　賢一

3 241 山長土井 82.8 芳悠土井 美方郡新温泉町久斗山

CBCAAB 去 04.03.13 みつふく３５１ 黒原1772048 照忠土井 中村　文吾

3 249 山長土井 79.4 丸明波 美方郡新温泉町多子

CACBAB 雌 04.03.05 まるひめ 黒2638150 改 福芳土井 竹下　与輔

3 266 忠味土井 84.5 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA 原 雌 04.02.16 よしみ 黒原1772030 改 福芳土井 中井　勝

2 265 山伸土井 80.7 丸明波 美方郡香美町小代区貫田

      雌 04.02.17 ふくさかえ 黒2638141 芳悠土井 小林　一樹
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

12 274 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

BCBCCB 原 雌 04.02.08 みつぎく 黒原1482187 照長土井 阿瀬　稔

13 279 山長土井 80.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

CBBBBC 雌 04.02.03 きそきくひめ 黒原1404891 谷福土井 田中　一馬

12 250 山長土井 80.0 福広土井 美方郡香美町村岡区味取

CBCBBC 雌 04.03.04 てるよし 黒原1444291 茂美波 村岡アグリファーム㈱

1 293 照忠土井 80.4 芳山土井 乳頭異常 美方郡香美町村岡区丸味

      雌 04.01.20 １３７よしやま 黒2735209 丸富土井 その他 長瀬　五一

1 284 丸若土井 82.0 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

BAAAAA 原 雌 04.01.29 てるいし２ 黒原1841667 石義丸 淀　貴至

2 279 丸池土井 79.2 丸明波 宍粟市波賀町道谷

      雌 04.02.03 まるはつ 黒2681208 茂初波 岸本　壮弘

1 266 藤彦土井 80.7 丸春土井 宍粟市一宮町上岸田

      雌 04.02.16 みちはる 黒2727030 福芳土井 大封アグリ　一宮牧場

2 259 奥虎 80.6 照忠土井 ET産子 宍粟市一宮町上岸田

BACABC 去 04.02.23 つゆき 黒2592280 丸宮土井 小野市産 大封アグリ　一宮牧場

4 261 丸池土井 81.2 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 去 04.02.21 そのむ３ 黒原1709825 福広土井 高橋　潤也

3 260 藤彦土井 81.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AABCBA 原 去 04.02.22 なぞむ５ 黒原1743120 芳悠土井 高橋　副武

4 260 丸若土井 80.5 千代藤土井 養父市大屋町宮本

BAAAAA 原 去 04.02.22 あきほふじ 黒2598895 芳山土井 寺尾　智也

3 269 忠味土井 81.5 丸宮土井 養父市森

BAABAA 原 去 04.02.13 ふくみ 黒原1774585 菊俊土井 田村　正宏

2 259 山伸土井 83.3 芳悠土井 養父市養父市場

AACAAA 原 去 04.02.23 ぼたん１ 黒原1806617 丸宮土井 吉村　英美

2 253 丸若土井 82.0 芳悠土井 豊岡市但東町高竜寺

AAABAA 原 去 04.03.01 たかまる４ 黒原1774576 丸宮土井 小牧　成基

222
16450-1052-2

223
15423-4048-7

224
16450-1345-5

219
16450-1673-9

220
16450-1682-1

221
15025-2726-2

216
16091-1266-8

217
16226-1235-0

218
16458-6579-5

213
15025-2168-0

214
15025-1722-5

215
15025-2627-2

211
15025-2327-1

212
15423-3402-8



雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 238 丸春土井 81.8 照忠土井 豊岡市出石町暮坂

CABAAA 原 去 04.03.16 ちりてる 黒原1743103 芳悠土井 旗谷　仁志

3 261 忠味土井 81.1 丸宮土井 朝来市岩津

CBBAAA 去 04.02.21 ぷれじぃる１２９ 黒2598913 福芳土井 西垣　篤志

5 222 藤彦土井 81.1 照立土井 朝来市和田山町中

AABCCA 原 去 04.04.01 ふじみ１ 黒原1709853 菊俊土井 宮田　靖仁

13 244 丸若土井 81.4 菊俊土井 豊岡市中郷

BAABAA 原 雌 04.03.10 ふくみ２ 黒原1449798 高育改 鶴丸土井 新田　義孝

15 278 丸若土井 81.0 照長土井 豊岡市竹野町三原

BAACAA 原 雌 04.02.04 ぼたん５ 黒原1331062 高 谷福土井 加悦　大三郎

5 267 藤彦土井 80.0 丸宮土井 豊岡市野上

ABBCCA 原 雌 04.02.15 やすとよ２７ 黒2519013 幸豊土井 西垣　富夫

6 272 丸池土井 81.0 照忠土井 豊岡市但東町河本

CABBAA 原 雌 04.02.10 きくてる 黒原1682743 菊俊土井 森井　正彦

4 271 丸若土井 79.6 芳山土井 豊岡市引野

AAABAA 原 雌 04.02.11 よしゆき 黒2574980 菊晴土井 竹村　清志

3 247 丸若土井 83.4 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

AAABAA 原 雌 04.03.07 かなみやふく 黒原1774597 丸富土井 岩花　希

3 240 丸若土井 81.0 照忠土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 雌 04.03.14 きくつるみ３９５ 黒原1774593 福芳土井 岩花　希

1 266 照忠土井 78.7 丸宮土井 姫路市夢前町宮置

CABAAB 去 04.02.16 もみじ 黒2714988 菊俊土井 村田　修子

1 265 丸明波 82.2 芳悠土井 佐用郡佐用町口金近

BACCBA 原 雌 04.02.17 ふくころ 黒2727056 照忠土井 田辺　裕基

11 285 丸池土井 81.3 菊俊土井 神崎郡市川町小畑

CACCBA 原 雌 04.01.28 とくよ 黒原1439221 照長土井 森本　慶子

5 263 丸若土井 81.0 千代藤土井 三田市上内神

AAABAA 原 去 04.02.19 うめちよ 黒2524121 福芳土井 蓬莱　光雄

237
13939-3550-4

238
14255-9898-1

234
15025-3046-0

235
14601-0010-1

236
14117-3234-4

231
16450-1481-0

232
16450-1136-9

233
15025-3043-9

228
15423-3941-2

229
15423-3906-1

230
15423-3916-0

225
16450-1556-5

226
15025-3074-3

227
15423-4064-7



雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 260 山伸土井 80.5 芳悠土井 三田市ゆりのき台

AACAAA 原 去 04.02.22 かねまるひさ１６ 黒2547214 丸富土井 岡本　光史

2 250 照忠土井 80.5 丸春土井 三田市上内神

CABBAB 去 04.03.04 かづよ 黒2674479 福広土井 蓬莱　宣俊

2 274 丸池土井 81.0 芳悠土井 三田市沢谷

CACBAA 原 去 04.02.08 おおみぞつらら 黒2674486 照忠土井 妻鹿　亮輔

6 264 丸若土井 80.0 芳悠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 去 04.02.18 にしふく７ 黒2497040 菊俊土井 妻鹿　亮輔

7 276 照和土井 80.6 北森宮 加西市常吉町

BCCBCB 原 雌 04.02.06 そのこ 黒原1559184 照明土井 県立農業大学校

7 254 丸明波 81.8 芳悠土井 ET産子 小野市万勝寺町

CACBAA 原 去 04.02.28 ちはる 黒2619967 丸富土井 佐伯　亨

1 280 丸若土井 81.6 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

      去 04.02.02 つねふじ１ 黒原1838728 丸宮土井 上田　晴世

3 279 山伸土井 81.3 丸宮土井 丹波市市島町乙河内

BABAAA 原 去 04.02.03 たお 黒原1758922 福芳土井 荻野　浩

12 219 丸春土井 80.6 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

CCACBB 去 04.04.04 ちあき１ 黒原1508332 福芳土井 足立　尚之

11 269 丸若土井 81.5 菊俊土井 丹波市市島町中竹田

AAABAA 原 雌 04.02.13 きくまる 黒原1524547 鶴丸土井 ひょうたん農場㈱

1 239 山伸土井 81.3 丸池土井 胸拳大輪 丹波市春日町鹿場

      雌 04.03.15 ふみいけまる 黒原1838748 福芳土井 その他 田川　良一

1 254 照和土井 80.6 丸春土井 丹波篠山市味間奥

AABBAA 原 雌 04.02.28 つつじ２の２の４ 黒2711590 芳悠土井 兵庫田中畜産㈱

1 286 山伸土井 81.0 照忠土井 美方郡新温泉町諸寄

BACAAA 原 去 04.01.27 てるもり１３１ 黒原1819506 芳悠土井 田中　祥子

1 238 山伸土井 82.0 照忠土井 美方郡新温泉町塩山

AACAAA 原 去 04.03.16 ただにしき 黒原1841676 照長土井 山本　智明
252

15025-2548-0

249
14228-5372-4

250
13973-6971-8

251
15025-2290-8

246
14228-5270-3

247
14228-5425-7

248
15097-5168-4

243
16507-3876-3

244
16519-6969-2

245
14228-5323-6

240
14192-0036-4

241
16470-0393-5

242
16470-0395-9

239
16553-4003-9



雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 275 悠竜土井 80.8 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

      去 04.02.07 ふくよ６の６ 黒2612157 鶴山土井 中井　のり子

3 237 照和土井 81.1 富亀土井 美方郡新温泉町海上

      去 04.03.17 とみちよ 黒2638173 芳悠土井 尾崎　栄太郎

17 277 山伸土井 81.3 菊俊土井 美方郡香美町小代区貫田

ABCBBB 去 04.02.05 ふるさと１ 黒原1271123 改 谷福土井 小林　義富

5 251 山伸土井 80.7 丸福土井 美方郡香美町小代区東垣

BACBAB 去 04.03.03 おふくひめ５ 黒2554425 福芳土井 今井　正己

3 229 悠森土井 79.5 丸明波 美方郡香美町村岡区丸味

      去 04.03.25 ともか 黒2638127 菊安土井 森脇　雄一

13 251 悠森土井 82.1 照長土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 去 04.03.03 ふくこ３ 黒原1404857 改 菊照土井 森脇　雄一

13 253 忠味土井 81.7 鶴山土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABBABB 去 04.03.01 つるひさ 黒原1368837 菊照土井 森脇　雄一

5 276 富智土井 81.5 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

CABAAA 原 去 04.02.06 みつゆきてる 黒原1709595 改 芳悠土井 井上　哲也

5 261 山伸土井 82.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

BACBBA 原 雌 04.02.21 あきほ４の１ 黒原1709592 鶴光土井 井上　哲也

2 283 悠森土井 79.5 照忠土井 美方郡香美町村岡区神坂

      原 雌 04.01.30 さわすみ 黒2683770 菊俊土井 伊沢　正一

11 284 山伸土井 80.5 福芳土井 美方郡香美町村岡区萩山

AACAAA 原 雌 04.01.29 てるよし 黒原1501767 高育 照長土井 西村　忠一

9 276 照和土井 80.7 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

AACAAA 原 雌 04.02.06 ８１もりてる 黒原1592088 菊俊土井 長瀬　五一

5 277 忠味土井 81.6 丸富土井 美方郡香美町小代区神場

CACCBA 原 雌 04.02.05 てるとみ 黒原1709601 照長土井 上治　秀正

10 262 山伸土井 82.1 照一土井 美方郡香美町小代区東垣

CBCAAB 雌 04.02.20 みかた２２ 黒2391470 改 第２安鶴土井 中村　健治

264
15025-1731-7

265
15025-2675-3

266
15025-2338-7

261
15025-2235-9

262
15025-2653-1

263
16450-0272-5

258
15025-2476-6

259
15025-2466-7

260
15025-2230-4

255
13771-9025-7

256
15025-2495-7

257
15025-2479-7

253
15025-2260-1

254
15025-2617-3



雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 274 山伸土井 83.0 芳悠土井 美方郡新温泉町春来

BACABA 原 雌 04.02.08 よしつねひさ 黒原1752810 菊俊土井 田中　宏道

8 281 忠味土井 81.0 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BAACBA 原 雌 04.02.01 にしきまる２ 黒原1592107 高育 丸福土井 村尾　賢一

4 257 茂錦波 81.4 茂和美波 美方郡新温泉町中辻

BBACBA 原 雌 04.02.25 まりな３ 黒原1740231 改 照一土井 高美　治

7 272 悠温土井 80.8 丸富土井 宍粟市波賀町道谷

      原 雌 04.02.10 てるひで５ 黒2441455 福芳土井 岸本　章弘

7 262 丸宮土井 80.8 芳山土井 宍粟市千種町河内

CCAABA 原 雌 04.02.20 たまみ３ 黒2437590 照長土井 林　繁樹

5 246 奥虎 81.0 宮喜 朝来市和田山町安井

BBCBCC 去 04.03.08 おくよし 黒原1687317 谷石土井 県北部農業技術センタ

4 251 照和土井 81.6 丸宮土井 豊岡市九日市中町

ABABBB 去 04.03.03 まつまる 黒原1743100 福芳土井 谷山　悦子

4 268 丸若土井 83.8 芳悠土井 豊岡市目坂

AAABAA 原 去 04.02.14 ゆりかの１ 黒原1743097 照城波 谷口　正徳

7 259 丸春土井 81.2 芳悠土井 朝来市和田山町野村

      去 04.02.23 みつひさ１３ 黒2462996 光照土井 宮田　貴身仁

12 263 忠味土井 80.7 鶴山土井 朝来市神子畑

BBCBBA 原 去 04.02.19 さかえつる 黒原1467546 改 照長土井 仙賀　隆文

1 262 藤彦土井 81.1 丸若土井 養父市大屋町蔵垣

      去 04.02.20 なおわか 黒2735316 照忠土井 上垣　勇吾

1 256 藤彦土井 81.0 丸若土井 養父市大屋町蔵垣

AABCAA 原 去 04.02.26 ななひかり２ 黒原1841732 光安土井 上垣　勇吾

7 259 山伸土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AACAAA 原 去 04.02.23 ゆめとし３ 黒原1655361 菊俊土井 高橋　副武

6 249 忠味土井 80.3 丸宮土井 養父市大屋町若杉

CAABAA 去 04.03.05 もなか 黒2519067 菊俊土井 高橋　大樹

279
15423-3777-7

280
15423-3783-8

276
13771-9232-9

277
15025-3136-8

278
15025-3135-1

273
15423-3900-9

274
15025-3108-5

275
15025-2834-4

270
16091-1267-5

271
16091-1293-4

272
08727-6606-6

267
15025-2540-4

268
15025-2201-4

269
15025-2635-7



雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 247 藤彦土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町若杉

ABACCA 原 去 04.03.07 かぜよし 黒原1732552 福芳土井 高橋　潤也

11 266 藤彦土井 81.8 福芳土井 養父市大屋町若杉

AAACBA 原 雌 04.02.16 まめてる 黒原1528546 改 鶴丸土井 高橋　大樹

8 343 忠味土井 79.1 丸福土井 養父市建屋

CACAAB 雌 03.12.01 さちまる 黒2393914 鶴山土井 大封　健太

2 300 丸春土井 81.1 芳山土井 養父市森

BAACBA 原 雌 04.01.13 なつこ 黒原1785673 照忠土井 田村　正宏

12 238 丸春土井 80.5 照一土井 養父市大屋町宮本

CABBAA 原 雌 04.03.16 たけみ 黒原1449843 菊安土井 寺尾　和敏

2 244 藤彦土井 81.1 丸池土井 朝来市和田山町中

AABCBA 原 雌 04.03.10 まるぼたん 黒原1806633 丸富土井 宮田　靖仁

13 271 照和土井 80.5 菊晴土井 豊岡市引野

ABABBB 原 雌 04.02.11 ゆきはる 黒原1449802 福芳土井 竹村　清志

5 302 奥虎 79.7 丸宮土井 豊岡市宮井

BBCABC 雌 04.01.11 なつ３９ 黒2519011 改 福俊土井 こうのとり風土（合）

10 280 宮菊城 80.5 丸宮土井 佐用郡佐用町平谷

BAAAAB 原 雌 04.02.02 おかはやし 黒2396529 光照土井 安岡　林

12 290 丸春土井 81.4 福広土井 佐用郡佐用町仁方

CCCCCB 雌 04.01.23 みぞふく５ 黒原1444338 照長土井 孝橋　求

10 280 芳悠土井 81.0 菊俊土井 佐用郡佐用町横坂

CCBBBB 雌 04.02.02 ゆきなが６ 黒2402106 高 照長土井 矢内　忠司

1 251 丸若土井 77.0 千代藤土井 神戸市西区神出町紫合

BABAAA 原 去 04.03.03 ほうじゅ 黒2735372 菊俊土井 渕上　健一郎

3 262 照立土井 81.5 富亀土井 三田市沢谷

ABACCB 去 04.02.20 ふくふじ２ 黒2642441 福芳土井 妻鹿　亮輔

4 258 照立土井 80.7 芳悠土井 三田市沢谷

ABABBA 原 去 04.02.24 もりみや 黒2587238 丸宮土井 妻鹿　亮輔
294

16470-0398-0

291
14117-3236-8

292
14191-0012-1

293
16470-0397-3

288
15025-2777-4

289
14117-3233-7

290
14117-3227-6

285
15025-2694-4

286
16450-1542-8

287
16450-1137-6

282
16450-1674-6

283
16450-1001-0

284
16450-1045-4

281
15423-3791-3



雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

12 257 丸池土井 80.8 福広土井 加西市別府町

CACCAA 原 雌 04.02.25 ともえ 黒原1439280 光安土井 兵庫畜産技術センター

1 232 藤彦土井 80.0 丸池土井 加西市別府町

AACCCA 原 去 04.03.22 すみれ 黒2739558 光照土井 兵庫畜産技術センター

3 271 丸若土井 80.5 宮菊城 加西市常吉町

AAABAA 原 雌 04.02.11 はなこ 黒2598985 福芳土井 県立農業大学校

8 261 忠味土井 81.2 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

AAABAA 原 去 04.02.21 てるまさ 黒原1610933 高 照一土井 ひょうたん農場㈱

6 252 芳悠土井 80.8 千代藤土井 丹波市氷上町油利

AABCBA 原 去 04.03.02 ふじつる 黒2480585 福芳土井 山本　竜矢

1 274 山伸土井 81.0 丸池土井 丹波市春日町松森

BACBAA 原 去 04.02.08 つねふじ１ 黒原1838750 菊俊土井 秋末　勝

4 255 丸若土井 80.7 芳山土井 丹波市春日町黒井

BAABAA 原 雌 04.02.27 ゆめよし 黒2576157 光照土井 氷上高等学校

1 292 山伸土井 81.0 照忠土井 丹波市市島町乙河内

BACAAB 原 雌 04.01.21 おふく１の８ 黒2730595 菊俊土井 荻野　翔太

6 267 丸池土井 80.2 千代藤土井 丹波篠山市今田町市原

BACBAA 原 去 04.02.15 ひさひめ 黒2519136 菊俊土井 古家後　康夫

1 253 悠竜土井 81.5 奥虎 美方郡香美町香住区丹生地

      去 04.03.01 とらつばき 黒原1841668 丸宮土井 淀　貴至

2 236 忠味土井 81.1 丸池土井 美方郡香美町村岡区境

      去 04.03.18 てるふくてる１ 黒原1804284 芳悠土井 田中　一馬

11 249 山長土井 81.7 鶴山土井 美方郡香美町村岡区味取

CCCABC 去 04.03.05 みやつる 黒原1444295 鶴長土井 村岡アグリファーム㈱

12 264 山伸土井 81.7 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACABC 去 04.02.18 みつふく 黒原1444341 照長土井 小林　智子

1 270 富智土井 80.3 山勝土井 美方郡新温泉町海上

BACAAA 原 去 04.02.12 ちはる２３ 黒2703966 丸富土井 尾崎　広貴
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 244 照忠土井 82.0 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

BAABAA 原 去 04.03.10 よしひめ 黒原1653841 高育 菊俊土井 植田　秀作

5 224 山伸土井 80.6 丸富土井 美方郡新温泉町多子

BACAAB 去 04.03.30 わかみや２の２ 黒原1624559 第２照久土井 竹下　与輔

11 223 照和土井 80.3 福芳土井 美方郡新温泉町多子

BBABAB 去 04.03.31 きよひめ 黒原1524450 菊道土井 竹下　与輔

2 242 照和土井 81.2 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

AABBBA 原 去 04.03.12 ちえなが 黒原1804308 照也土井 西村　岳人

1 246 照忠土井 82.5 芳悠土井 美方郡新温泉町久斗山

      去 04.03.08 よしつる２ 黒原1841694 芳山土井 中村　文吾

4 264 忠味土井 81.1 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

BABBAA 原 雌 04.02.18 なみひさ 黒原1740232 鶴丸土井 坂本　隆子

3 262 忠味土井 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA 原 雌 04.02.20 みつやま 黒原1772031 丸富土井 中井　勝

6 251 山伸土井 81.8 芳悠土井 美方郡香美町小代区神水

BABAAB 原 雌 04.03.03 たてふくさん 黒原1679885 菊俊土井 藤原　吉子

12 269 照忠土井 81.6 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACAAB 雌 04.02.13 ４６きくなが４ 黒原1482245 高育 照長土井 長瀬　五一

7 246 芳悠土井 80.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABCBA 原 雌 04.03.08 はちまる２ 黒2480525 福広土井 森脇　雄一

8 260 忠味土井 81.4 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 04.02.22 さとみ２ 黒原1592081 高改 菊俊土井 森脇　雄一

2 265 悠森土井 81.1 丸春土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 04.02.17 はるむすめ 黒原1804267 芳悠土井 森脇　雄一

6 276 喜貴 80.1 奥虎 美方郡香美町香住区九斗

CACAAB 雌 04.02.06 とらまる 黒2554411 改 丸宮土井 合同会社　谷口畜産

3 277 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
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雌： 154 雄： 1 去： 175 合計 330
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11月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 259 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

10 283 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

3 281 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

1 298 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

7 303 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

2 298 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

9 267 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

5 280 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
330
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