
雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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

2 285 丸宮土井 81.8 芳悠土井 加古川市平岡町新在家

BBBAAA 原 雌 01.06.28 さかえひめ 黒2556910 照長土井 兵庫県立農業高等学校

4 247 照忠土井 81.0 芳悠土井 丹波市春日町鹿場

BABAAA 原 去 01.08.05 あずみ５ 黒原1662075 照長土井 井上　良英

8 262 丸池土井 80.7 菊俊土井 丹波市市島町中竹田

CACBAA 去 01.07.21 とみてる３ 黒原1524546 照長土井 ひょうたん農場㈱

2 285 芳山土井 81.6 丸宮土井 丹波市氷上町氷上

      去 01.06.28 ふくひめ 黒2554505 芳悠土井 元田　育次

9 254 照忠土井 81.2 福広土井 丹波市春日町黒井

BABAAA 原 去 01.07.29 みつひめ２の４ 黒原1449851 照長土井 氷上高等学校

1 260 照和土井 81.0 丸宮土井 丹波市市島町喜多

AAAAAA 原 去 01.07.23 ながい１ 黒原1750349 芳山土井 永井　秀樹

11 252 照忠土井 81.5 鶴山土井 丹波市春日町野瀬

CABAAC 去 01.07.31 つるひめ 黒原1369070 菊伸土井 細見　健次

10 266 丸池土井 81.0 菊宮土井 丹波市山南町北和田

CACBAA 原 雌 01.07.17 ふうこ 黒原1409599 谷美土井 田中　憲蔵

7 310 芳悠土井 81.2 菊俊土井 丹波市市島町東勅使

ABACCA 原 雌 01.06.03 ふくとし 黒原1497781 福芳土井 前畑　和幸

9 247 丸春土井 81.5 福芳土井 丹波篠山市今田町市原

ABACBB 原 雌 01.08.05 ふくまつ 黒2347281 菊俊土井 古家後　康夫

2 258 丸春土井 80.1 照忠土井 丹波篠山市曽地奥

CABBAA 原 雌 01.07.25 はるみ 黒2549568 照一土井 岡本　栄一

3 293 芳山土井 80.3 富亀土井 美方郡新温泉町海上

BABBBA 原 去 01.06.20 かめてる 黒2514955 改 照長土井 尾崎　広貴

7 252 芳山土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAACBB 去 01.07.31 ふゆみ３ 黒原1559132 照義土井 池成　肇

4 286 芳悠土井 79.6 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CBCBBA 原 去 01.06.27 くみきく 黒2493649 照長土井 村尾　賢一

育種価資格

1
15831-5958-1

2
13677-4051-6

令和2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6
16026-1769-6

7
13677-4054-7

8
13677-4031-8

3
13677-3727-1

4
13677-3973-2

5
13677-4057-8

12
15098-4517-8

13
15656-1942-3

14
15098-5900-7

9
13677-3962-6

10
15954-6647-9

11
15954-6650-9



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 244 照忠土井 81.2 丸富土井 美方郡新温泉町塩山

BACAAA 原 去 01.08.08 ふくひめ８ 黒原1605629 高育 菊照土井 坂本　隆子

5 275 照和土井 82.1 丸富土井 美方郡香美町小代区神水

AABBAA 原 去 01.07.08 ふくこ２５ 黒原1624658 福芳土井 藤原　吉子

12 261 照和土井 81.5 福広土井 美方郡香美町小代区貫田

AACBBB 去 01.07.22 ふくひろ２ 黒原1368885 照長土井 小林　義富

1 247 富亀土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

BBCAAA 原 去 01.08.05 はるみ１ 黒原1740207 照長土井 小林　義富

2 281 丸宮土井 80.1 芳悠土井 美方郡香美町香住区九斗

CBBAAA 原 去 01.07.02 なかつる２ 黒2554415 丸福土井 合同会社　谷口畜産

9 252 芳山土井 80.0 照也土井 美方郡香美町村岡区味取

BABCBB 去 01.07.31 よしはな５の１ 黒原1482184 福広土井 西山　勝

9 264 富武土井 80.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区和池

      去 01.07.19 さちかね６ 黒原1501760 茂金波 西崎　武志

2 277 照忠土井 81.1 芳山土井 美方郡香美町村岡区熊波

BAAAAA 原 雌 01.07.06 さちふく５の２ 黒原1721811 菊俊土井 井上　哲也

12 260 照和土井 81.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABCAA 原 雌 01.07.23 ふくえ１ 黒原1368949 高育 照長土井 小林　操

5 266 照和土井 81.1 照也土井 美方郡香美町村岡区長瀬

AACBAA 原 雌 01.07.17 よしみの５の５ 黒原1482257 福広土井 谷渕　侑生

5 266 山伸土井 81.5 福芳土井 美方郡香美町小代区秋岡

      原 雌 01.07.17 ふくとし 黒原1605622 改 菊俊土井 今井　正人

2 266 照忠土井 81.6 芳山土井 美方郡新温泉町春来

AAABAA 原 雌 01.07.17 ふくよ 黒原1709610 改 菊俊土井 福井　強

7 210 茂和美波 81.4 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAB 雌 01.09.11 ちよみ 黒原1559065 福芳土井 村尾　千代美

12 302 芳山土井 80.4 第２照久土井 美方郡新温泉町海上

BAACBA 原 雌 01.06.11 ふくはる２ 黒原1368848 高改 照長土井 植田　秀作

18
15098-6477-3

19
15098-5359-3

20
15098-6546-6

15
15656-1989-8

16
15098-6569-5

17
15098-6476-6

24
15098-6171-0

25
15098-5936-6

26
15098-6576-3

21
15098-5257-2

22
15656-1901-0

23
15656-1971-3

27
15656-2225-6

28
15098-6489-6



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 268 芳山土井 80.2 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

CBACCB 雌 01.07.15 きみまろ 黒2289536 第２安鶴土井 小池　一博

5 250 宮菊城 80.8 芳山土井 宍粟市千種町河内

BAABAA 原 雌 01.08.02 たまみ３ 黒2437590 照長土井 林　繁樹

1 269 照忠土井 80.2 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

BAAAAA 原 去 01.07.14 みやつる 黒2549564 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

3 225 芳悠土井 81.5 丸富土井 豊岡市但東町河本

BBCBBA 原 去 01.08.27 とみまつ 黒原1682741 照長土井 森井　正彦

15 260 丸春土井 79.8 照菊波 豊岡市但東町河本

CCCCCC 去 01.07.23 みやたかね１の１ 黒2115459 谷福土井 森井　正彦

11 260 丸春土井 79.1 谷石土井 豊岡市但東町河本

CCBCBB 去 01.07.23 たにつる 黒2252632 改 第２安鶴土井 森井　正彦

1 271 丸春土井 79.7 芳悠土井 養父市大屋町宮本

BBBBBA 原 去 01.07.12 ふく４ 黒2615456 菊西土井 寺尾　智也

1 265 丸池土井 81.2 芳悠土井 同性複数産子 養父市大屋町若杉

BACBAA 原 去 01.07.18 まるこめ 黒原1709854 菊俊土井 高橋　副武

7 250 照和土井 80.6 福芳土井 養父市養父市場

AABBBB 去 01.08.02 よしふく 黒原1524380 照波土井 吉村　英美

1 275 丸春土井 80.7 芳山土井 朝来市岩津

CBBBBA 去 01.07.08 ふくよし 黒2629936 照長土井 西垣　篤志

10 265 芳悠土井 80.1 照明土井 朝来市岩津

BBCABA 原 去 01.07.18 ふくよ９ 黒原1449866 第２安鶴土井 西垣　篤志

3 282 茂初波 80.3 丸明波 朝来市和田山町安井

BACBAC 去 01.07.01 あきこ 黒2524082 茂広波 県北部農業技術センタ

7 294 照和土井 80.3 丸宮土井 朝来市和田山町安井

AABABB 原 雌 01.06.19 ゆうこ 黒原1535106 福芳土井 県北部農業技術センタ

9 286 丸宮土井 81.1 福広土井 乳頭異常 養父市森

      雌 01.06.27 えりひろ 黒原1467529 菊俊土井 その他 田村　正宏

30
15951-0929-1

31
16049-0989-8

32
15655-6215-6

29
15862-6789-4

36
15098-4645-8

37
15098-4772-1

38
15655-6557-7

33
15655-6206-4

34
15655-6205-7

35
15683-2609-0

42
15098-5511-5

39
15655-6559-1

40
08690-6268-3

41
08690-6245-4



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8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 丸池土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

CABBAA 原 雌 01.07.06 てるまさ２ 黒原1528538 谷美土井 岩花　進

2 280 丸池土井 82.2 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

CACAAA 原 雌 01.07.03 たけみ２ 黒原1709857 照一土井 岩花　希

1 297 照忠土井 81.4 芳悠土井 異性複数産子 豊岡市但東町高竜寺

      雌 01.06.16 れいな２ 黒原1743106 丸宮土井 その他 小牧　伸典

13 284 千代藤土井 82.3 鶴味土井 豊岡市宮井

CBCABB 雌 01.06.29 なつこ 黒2153111 照長土井 綿田　謙

5 287 千代藤土井 80.8 丸宮土井 豊岡市目坂

CACAAA 原 雌 01.06.26 かのよ 黒2472126 菊照土井 谷口　正徳

8 300 丸池土井 80.4 菊俊土井 豊岡市出石町暮坂

BABCAA 原 雌 01.06.13 ひさきく 黒原1542199 高育 北宮波 旗谷　仁志

2 262 丸池土井 81.4 芳山土井 豊岡市但東町唐川

CACBAA 原 雌 01.07.21 まゆ１ 黒原1725509 照長土井 中儀　吉郎

4 249 芳悠土井 82.8 丸宮土井 赤穂市木津

BBBBBA 原 去 01.08.03 ななこ１ 黒2476467 照長土井 溝田　泰司

6 280 丸池土井 81.3 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

BABBAA 原 雌 01.07.03 やすみ４ 黒2423289 菊俊土井 横坂共栄農場

9 250 丸春土井 82.3 福芳土井 佐用郡佐用町口長谷

CCBCCA 去 01.08.02 ながたけ 黒2362273 幸豊土井 竹田　瞳

1 283 丸池土井 80.1 照忠土井 三田市ゆりのき台

      去 01.06.30 ちえみ 黒2608061 芳悠土井 岡本　光史

6 268 芳悠土井 80.2 照一土井 神戸市西区神出町

BBBBBA 原 去 01.07.15 いちふく 黒2439204 福芳土井 池本　俊彦

2 266 芳悠土井 80.8 千代藤土井 ＥＴ産子 神戸市西区岩岡町岩岡

AABBAA 原 去 01.07.17 ふじのみや 黒2547199 丸宮土井 安福　要

3 289 丸春土井 80.3 芳悠土井 三田市沢谷

BBBCBA 原 去 01.06.24 つぎこ 黒2524095 菊俊土井 妻鹿　亮輔

43
15655-6406-8

44
15655-6404-4

48
15098-4416-4

49
15655-6619-2

50
14185-2740-0

45
15655-6236-1

46
15098-5625-9

47
15098-5713-3

54
13547-4821-1

55
15857-3924-8

56
14445-0056-9

51
14033-2444-1

52
14185-2764-6

53
15936-3920-2



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 248 丸宮土井 81.0 菊俊土井 小野市昭和町

CCBABA 原 雌 01.08.04 なかゆき１０ 黒2369447 照長土井 藤本　幹泰

2 262 芳悠土井 81.3 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

BBAAAA 原 去 01.07.21 みやきそひめ 黒原1718129 照一土井 ひょうたん農場㈱

3 245 丸池土井 81.4 芳悠土井 丹波市春日町鹿場

CBCAAA 原 去 01.08.07 てるしげ２の５ 黒原1662076 照長土井 井上　良英

7 281 丸宮土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町東勅使

CCCBCB 去 01.07.02 きくひめ 黒原1524541 照長土井 前畑　和幸

7 269 照忠土井 80.8 丸宮土井 丹波市春日町鹿場

BAAAAA 原 去 01.07.14 ふくよ 黒原1559182 高 福俊土井 井上　芳則

1 264 照忠土井 81.8 芳悠土井 丹波市市島町白毫寺

AAABAA 原 去 01.07.19 よしにしき 黒原1750351 福広土井 荻野　諭

2 267 芳山土井 81.5 丸宮土井 短尾 丹波市市島町喜多

      去 01.07.16 まさまる 黒原1718132 照一土井 その他 西山　進

9 277 丸池土井 81.1 照一土井 丹波市柏原町下小倉

CACAAA 原 雌 01.07.06 つるこ３ 黒原1482200 鶴山土井 上田　真吾

7 267 丸宮土井 82.3 芳山土井 丹波市春日町棚原

BAAAAA 原 雌 01.07.16 よしやす 黒原1559181 高改 菊俊土井 山本　浩

11 232 丸池土井 81.0 福広土井 丹波市山南町北和田

CACBAA 原 雌 01.08.20 もりくに２ 黒2294632 高 鶴山土井 田中　憲蔵

1 256 照忠土井 81.5 菊西土井 丹波篠山市今田町市原

      雌 01.07.27 ゆきむら１ 黒2619947 丸宮土井 古家後　康夫

8 253 照忠土井 80.1 丸富土井 丹波篠山市乾新町

CACBBB 去 01.07.30 みりや 黒2380525 菊俊土井 小西　弘

9 294 照忠土井 81.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区神坂

BABAAA 原 去 01.06.19 よしやま 黒原1482175 改 鶴山土井 伊沢　正一

7 269 忠味土井 80.7 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 去 01.07.14 ひさひめ 黒原1559123 高育 鶴丸土井 森脇　雄一

60
13677-4015-8

61
13677-3980-0

62
13677-4013-4

57
16008-1095-2

58
13677-3718-9

59
13677-4052-3

66
13677-4125-4

67
15954-6646-2

68
15954-6652-3

63
13677-3985-5

64
13677-4037-0

65
13677-3979-4

69
15098-6451-3

70
15098-6397-4



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 263 芳悠土井 80.8 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABCBBA 原 去 01.07.20 ゆきふく 黒原1592073 福広土井 森脇　雄一

15 260 富亀土井 80.8 菊安土井 美方郡香美町村岡区味取

CBCABC 去 01.07.23 ふたこ２ 黒原1271088 谷福土井 阿瀬　稔

3 272 芳悠土井 80.5 照忠土井 美方郡香美町小代区佐坊

BABBAA 原 去 01.07.11 まさてる 黒2531326 改 照長土井 本上　純也

8 273 芳山土井 81.1 照一土井 美方郡新温泉町古市

BAACAA 原 去 01.07.10 きくはな 黒原1524480 改 菊俊土井 石原　美恵子

12 258 山伸土井 81.4 照長土井 美方郡新温泉町切畑

      去 01.07.25 きよちよ３ 黒原1331282 改 谷福土井 倉田　拓磨

5 288 芳悠土井 78.5 照一土井 美方郡新温泉町塩山

BBBBBA 原 去 01.06.25 ともなみ 黒2433939 福芳土井 山本　智明

6 242 芳悠土井 81.0 照一土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 去 01.08.10 ますみ３の１５ 黒原1592111 第２安鶴土井 坂本　忠美

7 261 富亀土井 80.2 芳山土井 美方郡新温泉町海上

CBCBCB 去 01.07.22 ゆきひめ 黒原1559135 照長土井 尾崎　栄太郎

2 265 丸明波 81.5 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAA 原 雌 01.07.18 てるたか２ 黒原1709628 福広土井 寺谷　進

6 245 照和土井 78.0 福芳土井 美方郡新温泉町井土

AACBBA 原 雌 01.08.07 おおふく 黒2413826 照長土井 岸　洋志

3 263 照和土井 81.4 菊西土井 美方郡香美町小代区神場

AACBAA 原 雌 01.07.20 たにぎく 黒原1679880 照長土井 上治　秀正

7 243 芳悠土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区境

BACCBA 原 雌 01.08.09 あきふく３ 黒原1573921 高育 福芳土井 田中　一馬

11 260 芳山土井 81.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACAA 原 雌 01.07.23 ２９ふくなが５ 黒原1423391 照長土井 長瀬　五一

4 277 富亀土井 81.8 芳悠土井 美方郡香美町村岡区和池

CCCACA 原 雌 01.07.06 たもり３ 黒原1663707 菊俊土井 西崎　武志

72
15656-1890-7

73
15098-5241-1

74
15656-1887-7

71
15098-6401-8

78
15098-6609-8

79
15098-6156-7

80
15656-2165-5

75
15098-6471-1

76
15098-5919-9

77
15656-1943-0

84
15098-5253-4

81
15098-5869-7

82
16138-9203-7

83
15098-6105-5



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 276 芳山土井 81.1 菊俊土井 美方郡香美町村岡区和池

ABACCB 原 雌 01.07.07 あんみつひめ４ 黒原1482148 照菊波 西崎　武志

9 273 菊優土井 80.1 菊波土井 宍粟市波賀町道谷

CABBAC 雌 01.07.10 ちよひめ８ 黒2289538 第２安鶴土井 岸本　章弘

9 269 芳山土井 80.0 丸宮土井 ＥＴ産子 宍粟市一宮町上岸田

BAABAB 去 01.07.14 まりも３ 黒2413877 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

6 270 芳悠土井 83.0 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA 原 去 01.07.13 みなまる 黒原1587515 菊俊土井 上垣　勇吾

3 265 芳悠土井 80.6 芳山土井 養父市浅野

ABBCBA 原 去 01.07.18 よしみ 黒2519080 照長土井 米田　俊夫

2 265 丸池土井 81.2 芳悠土井 同性複数産子 養父市大屋町若杉

BACBAA 原 去 01.07.18 まるこめ 黒原1709854 菊俊土井 高橋　副武

3 243 丸池土井 79.0 照忠土井 朝来市和田山町土田

CABAAA 原 去 01.08.09 てるみや５の４ 黒2531410 改 菊俊土井 川見　和秀

9 259 千代藤土井 80.5 菊俊土井 朝来市岩津

CACBAB 去 01.07.24 しずかの２ 黒2368116 第２鶴雪土井 西垣　篤志

8 254 芳山土井 80.7 菊俊土井 朝来市岩津

BAACBB 去 01.07.29 みやひめ 黒原1501778 福芳土井 西垣　篤志

4 261 丸池土井 81.1 芳悠土井 豊岡市中郷

BACAAA 原 去 01.07.22 つつじ７ 黒原1655329 改 福広土井 新田　拡樹

9 250 芳悠土井 81.2 菊俊土井 豊岡市出石町暮坂

CCCBCB 去 01.08.02 としつき 黒原1489172 第２安鶴土井 旗谷　仁志

1 242 千代藤土井 82.2 丸宮土井 豊岡市但東町河本

AACAAA 原 去 01.08.10 まるすぎ 黒原1709813 芳悠土井 森井　正彦

8 277 芳山土井 82.5 丸富土井 豊岡市但東町河本

BACBAA 原 去 01.07.06 まるしず 黒原1489175 谷福土井 森井　正彦

1 300 芳悠土井 78.6 照忠土井 豊岡市但東町河本

BABBBA 原 雌 01.06.13 みやてる 黒2615438 北宮波 森井　正伸

85
15098-5254-1

86
16049-0973-7

90
15098-4646-5

91
15683-2662-5

92
15655-6562-1

87
16049-0991-1

88
15655-6513-3

89
15655-6613-0

96
15655-6211-8

97
15655-6203-3

98
15655-6198-2

93
15655-6563-8

94
15098-5687-7

95
15098-4420-1



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

15 263 丸池土井 82.0 照長土井 豊岡市清冷寺

CCCBCB 雌 01.07.20 しげな 黒2146479 改 安幸土井 浅井　一二

1 272 丸春土井 81.0 照忠土井 豊岡市九日市中町

CBBBAA 原 雌 01.07.11 てるはな 黒原1756048 第２鶴雪土井 谷山　道洋

1 269 丸宮土井 80.0 千代藤土井 豊岡市目坂

BABAAA 原 雌 01.07.14 よしたけ３の１ 黒2615433 菊俊土井 谷口　衣津美

9 276 丸池土井 81.0 菊俊土井 朝来市和田山町岡

CBBBBA 原 雌 01.07.07 やすなが５ 黒原1489259 第２鶴雪土井 森下　清司

7 235 丸池土井 81.1 芳悠土井 朝来市和田山町野村

CACAAA 原 雌 01.08.17 ひでひさ１２ 黒2442910 菊俊土井 宮田　貴身仁

1 233 丸池土井 80.8 丸宮土井 養父市三宅

      雌 01.08.19 まつみや 黒2615447 宮弘波 太田　克典

6 280 照忠土井 80.0 福広土井 養父市森

BABAAB 原 雌 01.07.03 まきひろ 黒2416014 照一土井 田村　正宏

1 264 千代藤土井 79.4 丸宮土井 乳頭異常 佐用郡佐用町横坂

      雌 01.07.19 きよやま２ 黒2612184 芳山土井 その他 横坂共栄農場

3 266 芳悠土井 82.8 菊西土井 佐用郡佐用町平谷

ABBBBA 原 雌 01.07.17 てるよし 黒2510296 福芳土井 安岡　林

2 249 丸池土井 80.8 芳悠土井 兵庫県赤穂市鷏和

      去 01.08.03 ひさゆ 黒2570843 菊優土井 後藤　那由太

7 287 宮菊城 77.4 照一土井 相生市矢野町真広

CACAAB 去 01.06.26 さかよ３１０の１ 黒2426326 福広土井 坂本　修一

3 276 照忠土井 79.6 丸宮土井 三田市上内神

CAAAAA 原 雌 01.07.07 びおら 黒2475058 照長土井 蓬莱　光雄

4 295 丸明波 80.8 丸宮土井 三田市沢谷

CACBAA 原 雌 01.06.18 なつ８３ 黒2491624 照長土井 妻鹿　亮輔

1 289 芳山土井 80.1 照忠土井 三田市沢谷

      雌 01.06.24 さわよ２ 黒2576159 福芳土井 妻鹿　亮輔

102
15655-6635-2

103
15655-6173-9

104
15655-6356-6

99
15655-6611-6

100
15098-5834-5

101
15098-5716-4

108
14185-2739-4

109
15739-3470-9

110
13527-9837-9

105
15098-5512-2

106
14033-2445-8

107
14185-2754-7

111
14445-0055-2

112
14445-0059-0



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 288 丸池土井 80.7 丸宮土井 小野市広渡町

      雌 01.06.25 きよふく２ 黒2549545 福芳土井 前田　勇雄

16 244 芳悠土井 80.8 照菊波 小野市長尾町

CCCABA 去 01.08.08 みやいずみ１ 黒2074980 菊井土井 岡田　勇治

8 282 芳悠土井 82.5 菊俊土井 丹波市氷上町小谷

BABBBA 原 去 01.07.01 ななひめきく 黒原1524532 高 照長土井 細見　忠和

3 258 丸春土井 80.8 芳山土井 丹波市市島町中竹田

BBACBA 原 去 01.07.25 よしつる 黒2514978 菊俊土井 ひょうたん農場㈱

7 276 丸春土井 81.8 宮弘波 丹波市春日町棚原

CCCBCA 原 去 01.07.07 ちえみや 黒原1569974 高 第２鶴雪土井 山本　浩

6 272 照立土井 80.1 丸宮土井 丹波市市島町東勅使

BBABBA 原 去 01.07.11 みるく 黒原1592300 照長土井 前畑　和幸

6 281 丸池土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

CBBBBA 去 01.07.02 おおふく１ 黒2405253 照長土井 上田　真吾

2 275 丸春土井 81.1 芳悠土井 丹波市市島町乙河内

BBBBBA 原 雌 01.07.08 よしつる２８ 黒原1709797 菊俊土井 荻野　浩

3 279 芳悠土井 80.5 丸宮土井 丹波市山南町北和田

BBBABA 原 雌 01.07.04 ひろつる２７ 黒2526530 福広土井 田中　憲蔵

4 236 芳山土井 83.2 丸富土井 丹波市青垣町檜倉

AAACBA 原 雌 01.08.16 ふくよし 黒原1653958 改 福俊土井 足立　尚之

3 259 照立土井 80.8 芳山土井 丹波篠山市曽地口

AAAAAA 原 雌 01.07.24 ぼたん７ 黒2510273 照明土井 清水　健司

5 246 丸春土井 81.4 芳悠土井 丹波篠山市郡家

BCBBBA 原 雌 01.08.06 えいこ 黒2456055 鶴丸土井 松浦　俊明

2 286 照忠土井 82.1 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA 原 去 01.06.27 ちはる１ 黒原1709650 照一土井 尾崎　広貴

12 280 照和土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABBAA 原 去 01.07.03 あき 黒原1331266 菊安土井 中井　丈文

114
15878-1111-9

115
13677-3970-1

116
13677-3719-6

113
16008-1079-2

120
15566-7292-5

121
13677-4034-9

122
13677-4059-2

117
13677-3978-7

118
13677-4017-2

119
13677-4036-3

126
15098-6587-9

123
15954-6665-3

124
15954-6660-8

125
15098-6593-0



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 247 芳山土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

ABACBB 去 01.08.05 としえ 黒原1299728 第２安鶴土井 山本　玉枝

10 258 照和土井 80.2 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

AABCBA 原 去 01.07.25 やすひら 黒原1404951 福芳土井 田中　充

11 275 芳山土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町小代区神水

AAACAB 去 01.07.08 しょうふく１７ 黒原1331233 高 鶴丸土井 藤原　吉子

4 250 照和土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AABAAB 去 01.08.02 てるはな 黒原1653799 芳山土井 今井　正人

13 250 照和土井 81.4 福芳土井 美方郡香美町小代区秋岡

AABCCB 去 01.08.02 きよひめよし１ 黒原1331221 改 菊照土井 今井　正人

9 250 丸宮土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町香住区丹生地

CBAAAA 去 01.08.02 ゆきなが６ 黒原1482197 照長土井 今西　修輔

7 241 富亀土井 79.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

AACBBA 原 去 01.08.11 ひでなが１ 黒2363013 照長土井 西山　勝

2 291 照和土井 81.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 01.06.22 ちはる２ 黒原1709584 丸富土井 小林　操

4 279 照忠土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町村岡区神坂

BABAAA 原 去 01.07.04 ひさふじ 黒原1653795 谷福土井 伊沢　栄一

13 299 照和土井 81.2 鶴山土井 美方郡香美町村岡区神坂

AABBCB 原 雌 01.06.14 てるやま 黒原1331143 改 照長土井 伊沢　正一

5 255 芳悠土井 81.5 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 01.07.28 ひろきく 黒原1624638 福広土井 森脇　雄一

7 247 忠味土井 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 01.08.05 ふるさと２ 黒原1559108 育 菊俊土井 森脇　薫明

14 290 芳悠土井 82.5 照長土井 美方郡香美町小代区貫田

BCCBCB 原 雌 01.06.23 ふじみ２ 黒原1271122 谷福土井 小林　義富

8 280 芳悠土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

ABBBBA 原 雌 01.07.03 えいこ１の１ 黒2391472 福芳土井 竹下　与輔

127
15098-6527-5

128
15098-5271-8

132
15656-1931-7

133
15098-6548-0

134
15098-6431-5

129
15098-6570-1

130
15098-5938-0

131
15098-5939-7

138
15098-6402-5

139
15098-6475-9

140
15098-6604-3

135
15098-6447-6

136
15098-6450-6

137
15098-6399-8



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 261 芳悠土井 80.6 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AABBBA 原 雌 01.07.22 ぼたん 黒原1482273 高育 菊俊土井 中井　のり子

5 241 芳悠土井 80.5 丸富土井 美方郡新温泉町岸田

BBCABA 原 雌 01.08.11 かねまる 黒原1624590 鶴山土井 田中　孝広

7 264 照忠土井 80.0 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

CABAAB 雌 01.07.19 まりも３ 黒2413877 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

5 248 芳悠土井 82.0 丸富土井 宍粟市一宮町東河内

BACBBA 原 去 01.08.04 はるみ 黒2450340 菊俊土井 小池　一博

4 280 照立土井 81.3 丸春土井 朝来市和田山町安井

BBBBBA 原 去 01.07.03 まるみ 黒原1659987 茂広波 県北部農業技術センタ

2 280 千代藤土井 81.5 菊優土井 朝来市和田山町安井

BACBAA 原 去 01.07.03 さえこ 黒原1709805 菊俊土井 県北部農業技術センタ

3 278 富亀土井 80.4 菊優土井 朝来市和田山町安井

BACABA 原 去 01.07.05 まさみ 黒2524073 北俊土井 県北部農業技術センタ

3 278 照立土井 81.0 丸富土井 朝来市和田山町安井

BABAAA 原 去 01.07.05 さちとみ 黒原1687321 福広土井 県北部農業技術センタ

14 270 丸宮土井 82.8 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

CBAAAA 原 去 01.07.13 はるの 黒原1299841 高育 谷美土井 小牧　伸典

5 265 照忠土井 81.1 芳山土井 豊岡市但東町高竜寺

BAABAA 原 去 01.07.18 たかまる 黒2435133 丸宮土井 小牧　成基

7 271 丸宮土井 80.3 福芳土井 豊岡市竹野町三原

BBAAAA 原 去 01.07.12 ぼたん６の１ 黒原1542198 菊宮土井 加悦　大三郎

10 244 丸池土井 81.1 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BACCAA 原 去 01.08.08 たまえ 黒原1409474 照長土井 岩花　玉男

9 268 丸池土井 80.3 菊俊土井 養父市大屋町宮垣

CABBAA 原 去 01.07.15 きくてるまさ 黒原1489219 高 照長土井 岩花　希

10 261 丸春土井 81.1 福広土井 養父市大屋町宮本

      去 01.07.22 みつひめ 黒原1409479 菊安土井 寺尾　智也

144
15566-6794-5

145
08690-6275-1

146
08690-6270-6

141
15098-6060-7

142
15098-5022-6

143
16049-0992-8

150
15655-6241-5

151
15655-6623-9

152
15655-6413-6

147
08690-6271-3

148
08690-6273-7

149
15655-6240-8

153
15655-6409-9

154
16138-9447-5



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 273 照忠土井 80.0 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

CAAAAA 原 雌 01.07.10 みながき 黒2482892 福芳土井 上垣　勇吾

8 251 丸春土井 83.2 照一土井 養父市養父市場

BBBBAA 原 雌 01.08.01 みつふく６の２ 黒2368130 第２鶴雪土井 吉村　英美

13 282 丸池土井 82.0 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CCCBBB 雌 01.07.01 いちこ 黒2174562 鶴山土井 森井　正彦

2 287 千代藤土井 83.1 芳悠土井 豊岡市但東町河本

      雌 01.06.26 よしきよ 黒原1709811 照一土井 森井　正彦

5 276 丸池土井 81.0 芳山土井 豊岡市出石町上野

BABCAA 原 雌 01.07.07 みさき 黒原1627768 照長土井 山本　憲一

15 284 丸池土井 82.3 鶴山土井 乳頭異常 豊岡市宮井

      雌 01.06.29 てるこ 黒原1284174 高 照長土井 その他 綿田　謙

8 280 照忠土井 82.1 福芳土井 朝来市岩津

BABBBB 原 雌 01.07.03 つるふく 黒原1528421 鶴仁土井 西垣　篤志

1 278 丸春土井 80.4 照忠土井 朝来市岩津

      雌 01.07.05 ただみ 黒2615458 芳悠土井 西垣　篤志

7 299 千代藤土井 80.0 菊西土井 相生市矢野町真広

AACBAA 原 去 01.06.14 きくまる２ 黒2426327 福広土井 坂本　修一

7 246 丸池土井 79.5 菊俊土井 佐用郡佐用町横坂

BABBAA 原 雌 01.08.06 みかん 黒2329929 福芳土井 横坂共栄農場

3 237 照忠土井 81.1 丸宮土井 佐用郡佐用町口長谷

BAAAAA 原 去 01.08.15 まるたけ 黒2519130 菊西土井 竹田　瞳

1 264 宮菊城 81.0 芳悠土井 神戸市西区神出町

      去 01.07.19 ひさいち 黒2608057 照一土井 池本　俊彦

3 261 丸池土井 80.0 照忠土井 神戸市西区神出町紫合

CACBAA 去 01.07.22 さわてる 黒2475057 福俊土井 渕上　健一郎

1 258 丸春土井 80.4 照忠土井 三田市上内神

BAABAA 原 去 01.07.25 てるまさ２ 黒2576168 福芳土井 蓬莱　光雄

156
15098-4767-7

157
15655-6200-2

158
15655-6199-9

155
15655-6510-2

162
15655-6555-3

163
15739-3467-9

164
14185-2760-8

159
15098-5846-8

160
15098-5624-2

161
15655-6554-6

168
13527-9839-3

165
14185-2765-3

166
13547-4822-8

167
13628-1703-9



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 240 丸春土井 79.0 菊西土井 三田市沢谷

BABBBA 原 去 01.08.12 てるみ 黒2491623 芳山土井 妻鹿　亮輔

12 289 芳悠土井 80.4 菊俊土井 加西市常吉町

BACCBA 原 雌 01.06.24 としみ 黒2219702 菊道土井 県立農業大学校

6 263 芳悠土井 80.0 丸宮土井 小野市長尾町

BBBAAA 原 去 01.07.20 おかさかえ５ 黒2423278 福俊土井 岡田　勇治

11 263 丸池土井 81.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CABCAA 原 去 01.07.20 ふくえ１の２ 黒原1444392 福芳土井 上田　真吾

5 278 照忠土井 80.8 千代藤土井 丹波市氷上町小谷

BABBAA 原 去 01.07.05 ふくむすめ６の２ 黒原1624671 改 丸宮土井 細見　忠和

1 247 芳悠土井 81.4 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

AAAAAA 原 去 01.08.05 おてる 黒原1750345 照一土井 ひょうたん農場㈱

1 254 丸池土井 80.5 芳山土井 丹波市市島町乙河内

BABBAA 原 去 01.07.29 ゆめちよのさと２ 黒2619959 菊俊土井 荻野　浩

7 276 丸池土井 84.1 照長土井 丹波市春日町棚原

CACBAA 去 01.07.07 はるな 黒原1488945 谷福土井 山本　智

1 308 照忠土井 79.8 丸宮土井 丹波市市島町東勅使

BAAAAA 原 雌 01.06.05 みらい 黒2608022 福芳土井 前畑　和幸

9 268 照忠土井 82.5 菊宮土井 丹波市青垣町檜倉

BAABAC 雌 01.07.15 ふくみや 黒原1449571 谷福土井 足立　尚之

1 286 丸池土井 81.3 芳山土井 丹波市春日町野上野

CABBAA 原 雌 01.06.27 てるやま 黒原1750354 照一土井 杉本　政雄

2 275 芳山土井 81.8 芳悠土井 丹波市市島町北奥

BAACAA 原 雌 01.07.08 みやふくひめ３ 黒原1718133 菊俊土井 大槻　英樹

5 255 丸宮土井 80.7 福芳土井 丹波篠山市乾新町

BBAAAA 原 去 01.07.28 あさがお 黒2463035 菊俊土井 小西　弘

5 263 照忠土井 81.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区和池

BAABAA 原 去 01.07.20 なみまる 黒原1592141 鶴丸土井 西崎　武志

169
14445-0065-1

170
15872-3823-7

174
13677-3720-2

175
15566-7294-9

176
13677-4046-2

171
15878-1110-2

172
13677-4041-7

173
13677-3971-8

180
13677-3984-8

181
15954-6651-6

182
15098-5258-9

177
13677-3961-9

178
13677-4019-6

179
13677-4055-4



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 290 芳山土井 81.4 鶴丸土井 美方郡香美町村岡区熊波

CBBCBA 原 去 01.06.23 よしつね 黒原1299700 高改 照長土井 井上　哲也

3 254 照忠土井 81.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区熊波

BAAAAA 原 去 01.07.29 ふくよ６の４ 黒2514916 改 鶴山土井 井上　哲也

14 243 山長土井 80.7 照長土井 美方郡香美町村岡区境

      原 去 01.08.09 ふるさと２ 黒原1331194 高育 菊俊土井 田中　一馬

4 243 照和土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町村岡区境

AABBAA 原 去 01.08.09 あきひさ 黒原1663718 丸富土井 田中　一馬

7 249 照忠土井 80.5 丸宮土井 美方郡香美町香住区九斗

CABAAB 去 01.08.03 ゆきこ 黒原1524428 照長土井 合同会社　谷口畜産

7 253 照忠土井 81.2 菊西土井 美方郡香美町小代区神水

CABAAA 原 去 01.07.30 にしおおみぞ 黒原1524434 改 谷福土井 毛戸　誠

3 242 山伸土井 80.7 丸富土井 美方郡新温泉町古市

      原 去 01.08.10 さゆり 黒2480543 照長土井 石原　寿

4 242 芳山土井 80.0 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 去 01.08.10 かな２６ 黒2480523 照忠土井 村尾　憲弘

2 243 照和土井 80.6 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

AABBAA 原 去 01.08.09 よしまる 黒2554446 丸福土井 尾崎　栄太郎

7 264 照忠土井 81.7 福芳土井 同性複数産子 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 雌 01.07.19 ちはる２の１ 黒原1559136 菊俊土井 植田　秀作

2 295 照和土井 81.0 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA 原 雌 01.06.18 ときとしまる２ 黒原1709631 丸福土井 村尾　高司

13 287 芳悠土井 81.8 照長土井 美方郡新温泉町塩山

CBCBBA 原 雌 01.06.26 ふくひろ 黒原1331259 谷福土井 山本　智明

9 257 照和土井 80.2 丸福土井 美方郡香美町小代区秋岡

AABAAB 原 雌 01.07.26 みやしげ 黒原1524441 改 福芳土井 今井　正人

7 265 富亀土井 80.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

BACAAA 原 雌 01.07.18 たけよし３ 黒原1559090 照波土井 西山　勝

186
16138-9206-8

187
15656-1915-7

188
15098-6436-0

183
15098-6419-3

184
15656-1904-1

185
16138-9204-4

192
15098-6493-3

193
15098-5896-3

194
15098-5920-5

189
15656-1889-1

190
15098-6531-2

191
15098-6610-4

195
15098-5937-3

196
15098-6543-5



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 283 山伸土井 81.4 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 01.06.30 たにひめ５ 黒原1624637 福芳土井 森脇　雄一

12 276 富亀土井 80.6 鶴山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BCCBCC 雌 01.07.07 たにきそひめ２ 黒原1368926 谷福土井 森脇　雄一

4 251 芳悠土井 80.5 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABBBA 原 雌 01.08.01 きくみ３ 黒2480526 福芳土井 対中　広芳

9 262 丸宮土井 80.0 照一土井 宍粟市一宮町上岸田

BAAAAB 去 01.07.21 ふくいち 黒2347295 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

14 277 菊優土井 82.5 照長土井 宍粟市波賀町道谷

CABCAB 去 01.07.06 たつふみ１ 黒2123448 谷福土井 岸本　章弘

9 259 丸池土井 80.8 宮奥城 豊岡市但東町河本

CACCBA 去 01.07.24 てるみや 黒原1449825 照長土井 森井　正彦

7 256 丸春土井 81.3 福芳土井 豊岡市但東町河本

BCACCA 去 01.07.27 みや５ 黒原1561859 育 北宮波 森井　正彦

5 256 宮菊城 81.8 芳悠土井 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 去 01.07.27 よしひさ 黒原1627774 宮奥城 森井　正彦

7 272 丸宮土井 80.6 福広土井 豊岡市目坂

BCBABA 去 01.07.11 ひろこ 黒原1561846 鶴山土井 谷口　正徳

1 245 丸池土井 81.4 照忠土井 養父市森

CABBAA 原 去 01.08.07 めぐただ 黒原1756055 第１満金波 田村　正宏

4 249 丸池土井 80.8 丸富土井 養父市大屋町宮垣

CACCBA 原 去 01.08.03 ゆみ３ 黒2482886 照長土井 岩花　希

2 230 千代藤土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

AABAAA 原 去 01.08.22 つねふじ１の４ 黒原1709833 福芳土井 岩花　希

12 249 芳山土井 82.8 照長土井 朝来市岩津

BABBBC 去 01.08.03 もも 黒原1342737 第２安鶴土井 西垣　篤志

2 249 丸明波 81.7 芳悠土井 朝来市岩津

CACBAA 去 01.08.03 つるひさ 黒原1725526 照長土井 西垣　篤志

198
15098-6392-9

199
15098-6442-1

200
16049-0993-5

197
15098-6395-0

204
15655-6208-8

205
15098-5715-7

206
15098-5513-9

201
16049-0972-0

202
15655-6204-0

203
15655-6209-5

210
13573-9991-5

207
15655-6412-9

208
15655-6398-6

209
15655-6564-5



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 276 喜綿 79.8 谷石土井 朝来市和田山町安井

      去 01.07.07 いしひめ 黒2309220 奥秀 県北部農業技術センタ

1 291 丸春土井 80.4 宮菊城 朝来市和田山町安井

CBBBBA 原 雌 01.06.22 みやひろこ 黒2594477 宮弘波 県北部農業技術センタ

1 263 丸池土井 80.6 芳悠土井 朝来市和田山町土田

CACBAA 原 雌 01.07.20 てるみや５の６ 黒2615464 菊俊土井 川見　和秀

8 269 千代藤土井 81.8 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BACAAA 原 雌 01.07.14 あかのり 黒原1528551 第２鶴雪土井 高橋　大樹

13 240 丸池土井 81.7 照長土井 養父市建屋

CACAAA 原 雌 01.08.12 きみやす 黒原1331086 第２安鶴土井 野中　稔

9 273 丸池土井 81.6 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BABBAA 原 雌 01.07.10 きくすけ 黒原1449845 福俊土井 上垣　勇吾

10 295 丸池土井 80.3 福芳土井 豊岡市引野

BBCABA 原 雌 01.06.18 あいよし０８ 黒原1449804 照長土井 竹村　清志

3 295 芳悠土井 81.1 丸宮土井 豊岡市中郷

AAAAAA 原 雌 01.06.18 ふくのはな４ 黒原1682738 福芳土井 新田　拡樹

3 292 丸春土井 81.5 芳悠土井 豊岡市出石町暮坂

BBBBBA 原 雌 01.06.21 ちりひさ 黒原1682739 鶴山土井 旗谷　仁志

8 288 千代藤土井 80.8 丸宮土井 豊岡市野上

BACBAA 原 雌 01.06.25 みやこ２ 黒原1528507 北宮波 西垣　富夫

6 229 照忠土井 81.0 照一土井 佐用郡佐用町横坂

BAAAAA 原 去 01.08.23 ふく３の２ 黒2402103 福芳土井 矢内　忠司

12 251 芳山土井 80.3 福芳土井 姫路市白鳥台

AABCBB 去 01.08.01 ふくみ 黒2226845 照義土井 石原　寛大

5 236 芳悠土井 80.3 丸宮土井 宍粟市山崎町与位

BBBABA 原 去 01.08.16 としみや 黒2461443 福芳土井 中坪　みどり

4 261 照忠土井 80.6 芳山土井 三田市上内神

BAABAA 原 雌 01.07.22 よしふくやま 黒2475060 照長土井 蓬莱　光雄

211
08690-6279-9

212
08690-6253-9

216
15655-6512-6

217
15849-3124-7

218
15098-5681-5

213
15683-2657-1

214
15098-4647-2

215
15655-6634-5

222
14893-8411-7

223
14185-2737-0

224
13527-9838-6

219
15098-4418-8

220
15655-6265-1

221
14185-2762-2



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 287 丸春土井 81.3 芳悠土井 三田市沢谷

BBBCBA 原 雌 01.06.26 ひさなが 黒2482945 菊俊土井 妻鹿　亮輔

3 280 丸春土井 80.6 照忠土井 三田市沢谷

CABAAA 原 雌 01.07.03 くにまる５ 黒2524101 福広土井 妻鹿　亮輔

5 265 丸池土井 80.0 福芳土井 小野市長尾町

CABBAA 原 去 01.07.18 おかみつ８ 黒2446036 菊俊土井 岡田　勇治

6 279 芳悠土井 80.0 丸宮土井 加西市常吉町

BCABBA 原 去 01.07.04 もりいしみや 黒原1608707 谷石土井 県立農業大学校

8 233 芳悠土井 81.1 菊俊土井 丹波市氷上町油利

AACCBA 原 去 01.08.19 やまみや１ 黒原1536341 福広土井 山本　定夫

8 260 芳山土井 80.8 菊宮土井 丹波市柏原町下小倉

CBACBC 去 01.07.23 ゆうこ 黒原1419299 豊菊波 上田　真吾

1 233 丸池土井 81.6 千代藤土井 丹波市春日町松森

CACAAA 原 去 01.08.19 ふくちよ 黒原1750356 福広土井 秋末　勝

3 274 丸池土井 81.4 芳山土井 丹波市市島町中竹田

      去 01.07.09 よしひめ 黒2514977 照長土井 ひょうたん農場㈱

2 229 丸春土井 81.5 照忠土井 丹波市青垣町檜倉

BABBAA 原 去 01.08.23 みつる２８ 黒原1726414 菊西土井 足立　尚之

7 270 照忠土井 81.2 丸宮土井 丹波市市島町与戸

AAAAAB 原 雌 01.07.13 みやひかり 黒原1559172 高 菊俊土井 森本　康典

2 244 芳悠土井 81.7 丸宮土井 丹波市氷上町横田

BBBABA 原 雌 01.08.08 きくまる 黒原1718128 照長土井 足立　和人

14 279 丸池土井 83.3 菊俊土井 丹波市春日町棚原

BABCBA 原 雌 01.07.04 ゆうゆ 黒原1271225 谷福土井 山本　智

4 229 宮菊城 80.4 丸宮土井 丹波篠山市今田町市原

AAABAA 原 雌 01.08.23 ゆきむら 黒2442897 福芳土井 古家後　康夫

9 270 芳悠土井 81.2 菊俊土井 丹波篠山市曽地口

AAABBA 原 雌 01.07.13 ひばり 黒2380524 鶴丸土井 清水　健司

228
15872-3824-4

229
13677-4025-7

230
13677-4028-8

225
14445-0057-6

226
14445-0060-6

227
15878-1109-6

234
13677-4012-7

235
13677-4068-4

236
13677-4040-0

231
13677-4053-0

232
13677-3725-7

233
13677-4060-8

237
15954-6648-6

238
15954-6664-6



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 274 芳悠土井 80.7 照一土井 美方郡新温泉町海上

AABBAA 原 去 01.07.09 ちはる 黒原1559134 福芳土井 尾崎　広貴

13 246 山伸土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

      原 去 01.08.06 ふくよしなが 黒原1331287 高育改 照長土井 中井　豊枝

4 287 照忠土井 81.7 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

CABAAA 原 去 01.06.26 ひろふく 黒原1653826 照長土井 山本　智明

1 276 照忠土井 83.5 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

      去 01.07.07 よしえ 黒原1740237 菊俊土井 山本　智明

7 266 芳山土井 80.4 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA 原 去 01.07.17 つるひめ２ 黒原1482293 福芳土井 鎌田　活美

7 257 照忠土井 81.1 福芳土井 美方郡香美町小代区貫田

AABCAA 原 去 01.07.26 しょうこ３の１ 黒原1559139 照長土井 小林　一樹

16 292 芳悠土井 82.3 照長土井 美方郡香美町小代区秋岡

CBCBBA 原 去 01.06.21 ゆきふくの８ 黒原1206229 高育 谷福土井 小谷　よしの

3 251 照忠土井 80.5 菊西土井 美方郡香美町村岡区味取

BABBAB 去 01.08.01 はるき 黒2531323 谷福土井 阿瀬　稔

6 260 芳悠土井 81.0 鶴神土井 美方郡香美町村岡区神坂

CCCABA 去 01.07.23 かずつる 黒原1592034 照長土井 伊沢　栄一

12 260 照忠土井 81.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区中大谷

CAABAA 去 01.07.23 つるふく 黒2252576 高育 鶴丸土井 藤岡　義久

9 292 照忠土井 80.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区神坂

BAABAA 原 雌 01.06.21 みわよ 黒原1524382 福芳土井 伊沢　正一

11 264 富亀土井 82.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区熊波

CCCBCB 雌 01.07.19 ふくつる２ 黒原1404879 高 照長土井 井上　哲也

3 261 照忠土井 82.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区熊波

CABAAA 原 雌 01.07.22 はなふく２ 黒原1679867 照長土井 井上　哲也

5 251 照忠土井 80.6 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 01.08.01 ９３きくよし 黒2461422 照長土井 長瀬　五一

240
15098-6061-4

241
15098-5921-2

242
15098-5922-9

239
15098-6594-7

246
15656-1891-4

247
15656-1998-0

248
15098-6691-3

243
15098-6592-3

244
15098-4490-4

245
15098-6437-7

252
15098-6107-9

249
15098-6452-0

250
15656-1902-7

251
15656-1903-4



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 237 照和土井 80.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区境

AAABAA 原 雌 01.08.15 ふくえ２の１ 黒原1555095 育 菊道土井 田中　一馬

10 275 芳山土井 81.3 照俊土井 美方郡新温泉町多子

BBABAB 原 雌 01.07.08 たけこ 黒原1404916 改 菊照土井 竹下　与輔

8 264 照忠土井 81.7 福芳土井 同性複数産子 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 雌 01.07.19 ちはる２の１ 黒原1559136 菊俊土井 植田　秀作

3 247 芳悠土井 80.6 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

BBBABA 原 去 01.08.05 たにみや 黒2531370 照一土井 大封アグリ　一宮牧場

9 263 丸春土井 80.8 菊千代土井 宍粟市波賀町道谷

CCCBCC 去 01.07.20 しげちよ 黒2329918 安美土井 岸本　章弘

3 250 丸池土井 83.5 福芳土井 養父市養父市場

BABBAA 原 去 01.08.02 たかね３ 黒原1682748 照長土井 吉村　英美

8 241 芳山土井 81.2 菊俊土井 養父市森

BAACBB 去 01.08.11 たきやま 黒原1467530 幸豊土井 田村　正宏

1 261 千代藤土井 81.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

      去 01.07.22 みみずく 黒2615453 芳悠土井 高橋　潤也

6 274 丸明波 80.6 茂広波 朝来市和田山町安井

CBCCCC 去 01.07.09 しげなみ２ 黒2413853 茂美波 県北部農業技術センタ

3 276 茂和美波 80.7 丸市土井 朝来市和田山町安井

CACAAB 去 01.07.07 いちさと 黒2514962 菊郷土井 県北部農業技術センタ

2 276 宮菊城 80.0 照忠土井 朝来市和田山町安井

BAAAAA 原 去 01.07.07 ゆかり 黒2565026 鶴神土井 県北部農業技術センタ

2 244 丸春土井 81.4 芳悠土井 朝来市伊由市場

BBBBBA 原 去 01.08.08 きよみ６ 黒原1709846 照波土井 椿野　勝三

6 245 照忠土井 80.8 丸宮土井 豊岡市目坂

BAAAAA 原 去 01.08.07 きよこ５ 黒原1608714 高育 谷福土井 谷口　正徳

2 242 芳悠土井 78.8 丸福土井 豊岡市日高町知見

CBCBBA 原 去 01.08.10 ふくふく 黒2554542 福芳土井 山崎　豊志

253
16138-9205-1

254
15098-6605-0

258
16138-9467-3

259
15098-5514-6

260
15655-6605-5

255
15098-6494-0

256
16049-0995-9

257
16049-0975-1

264
15655-6612-3

265
15098-5717-1

266
15098-4726-4

261
08690-6281-2

262
08690-6278-2

263
08690-6280-5



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 249 芳山土井 80.3 丸宮土井 豊岡市宮井

BAABAA 原 去 01.08.03 はなこふく 黒2519010 谷石土井 綿田　正人

4 259 芳悠土井 81.2 丸宮土井 豊岡市但東町河本

BBBBBA 原 雌 01.07.24 たけみや 黒原1655340 菊俊土井 森井　正彦

5 281 照立土井 80.2 丸宮土井 豊岡市但東町河本

BAAAAA 原 雌 01.07.02 ぼたん３ 黒原1587512 育 谷福土井 森井　正彦

10 288 丸春土井 81.0 菊俊土井 豊岡市出石町上野

CCCCCB 雌 01.06.25 このみ 黒原1449820 高育 北宮波 山本　憲一

1 293 丸宮土井 81.5 芳悠土井 豊岡市出石町暮坂

CCBABA 原 雌 01.06.20 わかひさ 黒原1756049 宮奥城 旗谷　仁志

1 270 宮菊城 81.1 丸宮土井 朝来市岩津

BAAAAB 原 雌 01.07.13 ぷれじぃる１２９ 黒2598913 福芳土井 西垣　篤志

14 264 千代藤土井 81.6 照長土井 朝来市岩津

CACBAB 雌 01.07.19 なるひめ 黒原1299781 谷福土井 西垣　篤志

1 276 芳悠土井 79.5 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

BBBAAA 原 雌 01.07.07 とね 黒2634570 菊西土井 上垣　康成

6 259 忠味土井 80.2 丸福土井 養父市八鹿町高柳

      原 雌 01.07.24 みゆきひめまる 黒原1594218 福芳土井 但馬農高

12 296 芳悠土井 79.7 鶴山土井 相生市矢野町真広

BBCBBB 去 01.06.17 さかもと８４５５ 黒2247585 菊原波 坂本　修一

2 251 照和土井 81.1 丸宮土井 作用郡佐用町平谷

AABAAA 原 去 01.08.01 しげはる１ 黒2570849 菊俊土井 安岡　美津子

2 256 芳悠土井 82.7 照忠土井 佐用郡佐用町才金

AAAAAA 原 去 01.07.27 るみ２ 黒2549553 福芳土井 谷口　寿美

1 261 宮菊城 80.8 丸明波 三田市下内神

BABAAA 原 去 01.07.22 てるひさまる 黒2619910 菊俊土井 円丁　一良

2 255 丸春土井 79.8 芳悠土井 三田市上内神

      去 01.07.28 ゆきひさ 黒2565075 丸宮土井 蓬莱　光雄

270
15098-5843-7

271
15098-4417-1

272
15655-6558-4

267
15098-5627-3

268
15655-6207-1

269
15655-6202-6

276
15739-3469-3

277
14185-2757-8

278
14185-2756-1

273
15655-6561-4

274
15098-5855-0

275
15098-4628-1

279
14607-0165-0

280
13527-9840-9



雌： 123 雄： 去： 173 合計 296
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2年4月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 254 照忠土井 80.5 福広土井 神戸市西区神出町紫合

CABBAB 去 01.07.29 みやいずみ２の４ 黒2299086 照長土井 渕上　健一郎

3 276 丸春土井 79.4 芳山土井 三田市沢谷

BBACBA 原 雌 01.07.07 ちかよし 黒2524092 福広土井 妻鹿　亮輔

4 273 芳悠土井 80.2 丸宮土井 小野市長尾町

BCBBBA 原 去 01.07.10 おかかね 黒2476447 福芳土井 岡田　輝泰

5 282 丸宮土井 78.3 丸富土井 加西市大内町

CABAAA 原 去 01.07.01 てるとみ 黒2418413 照長土井 藤原　護

5 289 宮菊城 79.8 照忠土井 丹波篠山市山田

AAAAAA 原 雌 01.06.24 みやぎく２ 黒2442900 福芳土井 辻　良平

5 292 芳山土井 81.3 丸富土井 美方郡新温泉町塩山

BAABAA 原 去 01.06.21 あやや 黒原1639019 高育 菊俊土井 西村　岳人

12 302 芳山土井 83.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区熊波

ABACCA 原 去 01.06.11 ゆきひめの６ 黒原1331217 高 照長土井 井上　哲也

2 294 丸池土井 79.3 千代藤土井 宍粟市一宮町東河内

      雌 01.06.19 ふくちよ 黒2570831 福芳土井 小池　一博

10 289 照和土井 81.4 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

AABCBA 原 去 01.06.24 おきなお 黒原1449846 谷福土井 上垣　勇吾

13 297 丸池土井 81.5 照長土井 朝来市神子畑

CACBBA 去 01.06.16 もえ 黒原1282627 谷福土井 仙賀　隆文

2 280 丸池土井 81.1 千代藤土井 朝来市岩津

CACBAA 原 去 01.07.03 とみちよ 黒原1725525 福芳土井 西垣　篤志

13 278 丸宮土井 82.0 福芳土井 異性複数産子 朝来市山東町大月

BAAAAA 原 去 01.07.05 よしたまみ 黒原1331135 照長土井 浅野　博

12 278 丸宮土井 82.0 福芳土井 異性複数産子 朝来市山東町大月

      雌 01.07.05 よしたまみ 黒原1331135 照長土井 その他 浅野　博

11 275 芳悠土井 80.0 菊俊土井 姫路市白鳥台

CCBCCA 原 雌 01.07.08 れいこ 黒2256510 鶴丸土井 石原　寛大
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期待育種価 摘　　要

1 268 丸池土井 80.7 千代藤土井 宍粟市山崎町与位

CACAAA 原 去 01.07.15 としちよ 黒2612191 芳山土井 中坪　みどり

3 290 丸池土井 80.7 芳悠土井 三田市沢谷

BABBAA 原 去 01.06.23 ゆうこ 黒2517162 照俊土井 妻鹿　亮輔

295
14033-2429-8

296
14445-0058-3


