
雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

13722-5186-1 8 264 芳悠土井 79.6 照長土井 朝来市和田山町土田

AABBAA 原 去 26.07.18 みやな 黒　2209093  谷福土井 川見　和秀

13722-4748-2 4 248 丸富土井 81.8 福芳土井 豊岡市但東町河本

AAACBA 原 去 26.08.03 とみふく 黒原1489176  菊安土井 森井　正彦

13722-4749-9 1 247 丸富土井 81.1 照一土井 豊岡市但東町河本

       　 去 26.08.04 てるまる 黒原1608716  鶴丸土井 森井　正彦

13722-4526-6 2 231 丸富土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

       　 去 26.08.20 ちはる２の１ 黒原1559136  菊俊土井 植田　秀作

13900-1512-4 4 261 芳悠土井 80.6 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

ABABBA 原 去 26.07.21 ちあき１ 黒原1508332  福芳土井 足立　尚之

13722-4872-4 6 276 丸宮土井 81.4 菊俊土井 乳頭癒着 豊岡市竹野町三原

       　 雌 26.07.06 ぼたん２ 黒原1409423  谷福土井 その他 加悦　大三郎

13722-5024-6 7 262 芳山土井 82.0 菊俊土井 養父市養父市場

BAACAA 原 雌 26.07.20 あおたけ 黒原1391352  第２鶴雪土井 吉村　英美

08600-5425-0 1 317 菊優土井 80.6 北森宮 乳頭数不足 朝来市和田山町安井

       　 雌 26.05.26 そのこ 黒原1559184  照明土井 その他 県北部農業技術センタ

08600-5433-5 1 310 芳悠土井 80.0 照美土井 朝来市和田山町安井

       　 雌 26.06.02 かねみ 黒原1592317  丸宮土井 県北部農業技術センタ

14451-8576-5 3 254 福芳土井 81.0 照也土井 朝来市和田山町野村

AAACBA  原 去 26.07.28 ふじなみ１０ 黒原1553227  菊俊土井 宮田　貴身仁

13722-4924-0 5 261 芳山土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

AAACAA 原 去 26.07.21 かこ 黒原1409471  鶴丸土井 上垣　勇吾

13722-4985-1 8 244 丸宮土井 81.5 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

BBAAAA 原 去 26.08.07 みつよし 黒原1299804  照長土井 岩花　希

13722-4861-8 5 267 菊毬土井 82.5 福広土井 豊岡市出石町坪口

ABABBB 　 去 26.07.15 みやひろよし 黒原1444272  照長土井 坂本　孝行

13722-4796-3 1 259 芳悠土井 81.5 宮奥城 豊岡市但東町佐々木

AABBAA  原 去 26.07.23 よし 黒原1608718  谷石土井 西　幸信

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

13722-4815-1 8 286 芳悠土井 83.0 照長土井 ＥＴ産子 豊岡市宮井

BAABAA 原 去 26.06.26 ともこ 黒原1239780  第２鶴雪土井 綿田　正人

13748-3185-6 3 296 芳山土井 82.6 菊西土井 豊岡市目坂

AAACAA  原 去 26.06.16 かりゆし３ 黒原1542196  菊安土井 谷口　正徳

13868-1812-8 5 275 菊西土井 81.5 福広土井 右頬拳大白痣 佐用郡佐用町横坂

AACCCA 去 26.07.07 ちょうちょ 黒　2347323  照菊波 その他 横坂共栄農場

13708-1757-1 4 294 福芳土井 80.5 照也土井 宍粟市山崎町葛根

       　 雌 26.06.18 いさお 黒　2329932  菊俊土井 吉岡　慎治

14451-7257-4 3 267 丸宮土井 80.2 菊俊土井 神崎郡神河町猪篠

BBAAAA  原 雌 26.07.15 はるこ 黒　2396567  照長土井 藤原　幸子

14776-8346-8 1 269 菊俊土井 80.7 丸宮土井 姫路市白鳥台

       　 雌 26.07.13 てるみや 黒　2437600  福広土井 石原　寛大

11549-1610-0 2 280 千代藤土井 81.0 芳山土井 川辺郡猪名川町紫合

AABBAA  原 去 26.07.02 わかみや５ 黒　2421227  第２照久土井 森田　和子

12398-9630-3 2 272 丸宮土井 80.2 光照土井 神戸市西区神出町

BAAAAA  原 雌 26.07.10 みつはる 黒　2431375  谷福土井 池本　俊彦

14628-0513-4 13 286 千代藤土井 81.3 谷福土井 小野市万勝寺町

BACBAA 原 去 26.06.26 みやちあき１ 黒　2056775  照長土井 宮下　俊子

14628-0505-9 2 279 芳悠土井 80.8 菊西土井 小野市長尾町

AAABAA  原 去 26.07.03 おかるい４ 黒　2423277  光照土井 岡田　秀子

14355-0568-9 7 250 丸宮土井 79.6 菊俊土井 小野市広渡町

CBABBA 原 去 26.08.01 そのきく 黒　2277774  谷福土井 前田　勇雄

13900-1636-7 7 238 芳山土井 81.1 照長土井 丹波市柏原町柏原

AAACAA 原 雌 26.08.13 さちよ 黒原1331105  安幸土井 下山　一彦

13900-1601-5 5 240 丸宮土井 81.0 菊俊土井 丹波市春日町野上野

CBAAAA 原 雌 26.08.11 ふくやま 黒原1459838  福芳土井 山本　昇治

13900-1477-6 4 306 丸宮土井 81.7 福芳土井 丹波市市島町岩戸

ABAAAA  原 雌 26.06.06 まちよし 黒原1497780 高 菊俊土井 大槻　良
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
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育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

13900-1539-1 9 282 丸宮土井 82.6 照長土井 丹波市春日町棚原

CBBAAA 原 雌 26.06.30 ゆきひさ 黒原1300047  第２安鶴土井 山本　智

13900-1569-8 2 287 芳山土井 81.2 菊西土井 丹波市山南町北和田

AAACAA  原 雌 26.06.25 もりくに 黒原1569961  福広土井 田中　憲蔵

13501-7156-3 4 270 丸宮土井 79.4 福広土井 丹波市市島町乙河内

BBAAAA 原 雌 26.07.12 みその 黒　2368097  菊俊土井 荻野　浩

13900-1549-0 8 260 芳悠土井 82.1 菊安土井 丹波市市島町北奥

AAACBA 原 雌 26.07.22 きくふくたに 黒原1310050  谷福土井 大槻　英樹

14348-6007-9 3 284 芳山土井 79.4 菊俊土井 篠山市曽地口

AAACAA  原 雌 26.06.28 ひろとし 黒　2402110  照長土井 清水　健司

14348-6010-9 1 269 福芳土井 80.0 千代藤土井 篠山市今田町市原

       　 雌 26.07.13 もえぎ 黒　2442896  菊俊土井 古家後　康夫

13722-4073-5 3 276 菊西土井 80.3 丸福土井 香美町村岡区宿

CACBBA  原 去 26.07.06 ゆきつる 黒原1542165  幸豊土井 上田　伸也

13722-3972-2 4 275 芳悠土井 81.1 福広土井 香美町村岡区神坂

ABBBCA 原 去 26.07.07 てるこ 黒原1464004  幸豊土井 伊沢　正一

13722-4293-7 14 258 菊西土井 81.5 第２安鶴土井 香美町村岡区熊波

CCCABB 　 去 26.07.24 おおみぞ２の２ 黒原1085217  照長土井 井上　哲也

13722-4610-2 8 281 芳山土井 80.5 菊俊土井 異性複数産子 香美町村岡区境

BAACAA 原 去 26.07.01 はるか 黒原1331196  照長土井 田中　一馬

13722-4349-1 6 268 丸富土井 80.0 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

BACCAA  原 去 26.07.14 てるとし 黒原1404952  福芳土井 田中　祥子

13722-4465-8 2 277 芳悠土井 83.8 福芳土井 美方郡新温泉町春来

ABABBA  原 去 26.07.05 さちひめ 黒原1559104  照長土井 田中　房夫

13722-4621-8 11 254 福芳土井 80.3 幸豊土井 美方郡新温泉町多子

CCBCCB 　 去 26.07.28 ふくこ 黒原1206167 菊照土井 竹下　千江子

13722-4469-6 9 255 丸富土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

AABCBA 原 去 26.07.27 みゆき 黒原1299725 高育 照長土井 高美　萬喜子
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

13722-4456-6 5 290 丸富土井 84.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABCAA 原 去 26.06.22 ふくみつふく 黒原1444366  照長土井 村尾　賢一

13722-4536-5 12 310 福芳土井 81.7 谷福土井 美方郡新温泉町塩山

ABACBC 　 雌 26.06.02 ひさふく 黒原1170098  菊安土井 山本　美香恵

13722-4243-2 1 267 芳悠土井 81.4 照一土井 美方郡新温泉町久斗山

       　 雌 26.07.15 ふくよの２ 黒原1605634  菊俊土井 中村　文吾

13722-4542-6 2 255 丸宮土井 84.0 宮奥城 香美町香住区丹生地

CBBAAA  原 雌 26.07.27 おくふく 黒原1559183  照長土井 淀　貴至

13722-4491-7 10 245 芳悠土井 81.0 照長土井 香美町村岡区丸味

BBCABA 原 雌 26.08.06 ふくこ９ 黒原1237475  菊照土井 森脇　雄一

13722-3983-8 2 287 芳悠土井 81.6 照忠土井 香美町村岡区萩山

       　 雌 26.06.25 てるただ 黒原1573913  福芳土井 西村　忠一

14451-7672-5 8 261 照忠土井 81.4 福芳土井 香美町村岡区池ケ平

BABAAA 原 雌 26.07.21 つるぎく３ 黒　2209096  照長土井 西井　みゆき

14445-6335-9 3 293 丸富土井 80.7 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

AABBBA  原 雌 26.06.19 ふくたけ 黒　2396536  照長土井 小池　一博

14445-6331-1 3 304 芳山土井 78.0 丸宮土井 宍粟市一宮町東河内

AAABAA  原 雌 26.06.08 かおるこ 黒　2396533  照長土井 小池　一博

13722-4707-9 3 291 芳悠土井 81.3 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

ABABBA  原 雌 26.06.21 としたか 黒原1542200  安幸土井 小牧　伸典

13722-4870-0 2 268 丸富土井 80.6 福広土井 豊岡市日高町石井

AACBBA  原 雌 26.07.14 ひろこ 黒原1561846  鶴山土井 安堵　正男

13841-0695-1 6 277 丸宮土井 82.0 福広土井 豊岡市野上

BBABBA 原 雌 26.07.05 やすひろ０７ 黒原1409409 高育 第２照久土井 西垣　富夫

14451-8603-8 5 279 福芳土井 80.7 鶴山土井 朝来市神子畑

ABBBCA  原 雌 26.07.03 さかえつる 黒原1467546  照長土井 仙賀　隆文

08600-5431-1 6 313 丸富土井 79.7 茂国波 朝来市和田山町安井

BACBAA 原 去 26.05.30 さかえ 黒　2275932  茂金波 県北部農業技術センタ
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

08623-5436-5 2 308 宮菊城 80.6 北森宮 朝来市和田山町安井

ACABBB 去 26.06.04 なおきたもり 黒　2413851  奥隼 県北部農業技術センタ

08623-5440-2 4 297 千代藤土井 79.0 北俊土井 朝来市和田山町安井

AABBAA 原 去 26.06.15 としなみ 黒　2374385  福芳土井 県北部農業技術センタ

13722-4750-5 12 246 丸富土井 83.0 谷福土井 豊岡市但東町河本

CACBBB 　 去 26.08.05 もりとよ 黒原1172281  安幸土井 森井　正彦

13722-4857-1 4 263 丸宮土井 81.2 福芳土井 豊岡市但東町河本

BBAAAA 原 去 26.07.19 まつふく２ 黒原1444273  第２照久土井 森井　正彦

13722-4797-0 3 246 照忠土井 81.4 福芳土井 豊岡市但東町佐々木

AAAAAB 去 26.08.05 いなふく 黒原1528527  安幸土井 西　幸信

14451-8578-9 4 251 照忠土井 81.0 福芳土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA  原 去 26.07.31 きくふく９ 黒原1489257  菊俊土井 宮田　貴身仁

13868-1859-3 5 228 丸宮土井 80.5 福芳土井 佐用郡佐用町口金近

ABAAAA  原 去 26.08.23 てるつる 黒　2329903  照長土井 田辺　裕基

14451-7256-7 5 265 芳山土井 81.2 照長土井 赤穂市木津

AAACAA 原 去 26.07.17 ながぎく 黒　2299096  菊俊土井 溝田　泰司

12398-9632-7 13 268 芳山土井 81.1 幸豊土井 神戸市西区神出町

BCACCA 原 雌 26.07.14 せつふく９９ 黒原1127073  菊照土井 池本　俊彦

13573-2849-6 5 242 芳悠土井 79.5 菊俊土井 小野市河合西町

ABABBA  原 去 26.08.09 たかよし２ 黒　2354000  福芳土井 堀井　光仁

12535-0056-9 9 275 芳悠土井 80.1 鶴丸土井 加西市常吉町

BCBBCA 　 去 26.07.07 かつこ 黒原1257105  谷勝土井 県立農業大学校

12535-0057-6 5 274 菊優土井 80.6 千代藤土井 加西市常吉町

AAABAA 原 雌 26.07.08 わかめ 黒原1457357 菊俊土井 県立農業大学校

12396-6162-8 12 300 丸宮土井 80.6 谷福土井 加西市別府町

CCAAAA 原 雌 26.06.12 はるか２ 黒原1131303  第２安鶴土井 兵庫畜産技術センター

11806-4304-9 3 287 丸富土井 81.2 福芳土井 加古川市志方町横大路

BACBAA  原 雌 26.06.25 ふくみつ２２ 黒　2398426  菊照土井 松岡　功
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

13900-1627-5 3 226 芳山土井 81.1 菊俊土井 丹波市氷上町油利

       　 雌 26.08.25 やまみや１ 黒原1536341  福広土井 山本　定夫

13900-1527-8 4 262 丸富土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

BACCBA  原 雌 26.07.20 ふくとし 黒原1449575  安谷土井 須原　芳夫

13900-1561-2 2 262 芳悠土井 80.8 丸宮土井 丹波市氷上町小谷

ABAAAA  原 雌 26.07.20 たけの７の５の７ 黒原1569964  福芳土井 細見　忠和

13900-1579-7 2 264 芳悠土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

       　 雌 26.07.18 おおふく１ 黒　2405253  照長土井 上田　真吾

13900-1581-0 5 269 芳山土井 81.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 雌 26.07.13 よしひで８ 黒　2347304  福芳土井 上田　真吾

13900-1542-1 10 264 芳悠土井 81.7 越照波 丹波市春日町棚原

CCBCCB 　 雌 26.07.18 えつひさ 黒　2120982  谷福土井 山本　浩

13900-1598-8 3 246 丸宮土井 84.1 照長土井 丹波市春日町棚原

CBBAAA 原 去 26.08.05 はるな 黒原1488945  谷福土井 山本　智

13900-1635-0 5 235 芳山土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町柏原

AAACAA  原 去 26.08.16 つゆひめ３ 黒原1467446  谷美土井 下山　一彦

14348-6026-0 3 247 芳悠土井 80.8 照一土井 篠山市曽地口

AAAAAA  原 去 26.08.04 みやぎの３ 黒　2396564  菊俊土井 清水　健司

14348-6032-1 2 242 宮菊城 79.4 福芳土井 篠山市今田町市原

       　 去 26.08.09 てるみや１１ 黒　2410388  菊俊土井 古家後　康夫

13722-3768-1 6 255 丸富土井 81.4 茂広波 美方郡新温泉町塩山

BCCCCA 　 去 26.07.27 としみ 黒　2289514  第２安鶴土井 山本　郁夫

13722-4268-5 7 270 芳悠土井 81.7 菊安土井 美方郡新温泉町切畑

BAAAAA 原 去 26.07.12 ながこ２ 黒原1331245  照長土井 倉田　広美

13722-4539-6 9 247 菊毬土井 80.0 福芳土井 美方郡新温泉町井土

BBBCCC 　 去 26.08.04 てるひめ６ 黒原1299713  菊照土井 岸　厚子

13722-3802-2 8 228 丸富土井 81.2 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA 原 去 26.08.23 とくよし 黒原1331303 高 照長土井 田中　稔

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

13722-3818-3 5 277 菊毬土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区長瀬

ABABAA 原 去 26.07.05 のりか 黒原1423395  照長土井 谷渕　正恵

13722-4381-1 16 275 芳悠土井 81.2 照長土井 香美町村岡区味取

ABAABA 原 去 26.07.07 てるこ 黒原1085157 高育 谷福土井 西山　勝

13722-4505-1 7 269 照忠土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区味取

BABAAB 　 去 26.07.13 よしはな３ 黒原1368930 改 第２安鶴土井 西山　勝

13722-3862-6 11 260 芳悠土井 81.8 照長土井 香美町村岡区丸味

AABBAA 原 去 26.07.22 みつふく５ 黒原1237464 高育 谷福土井 小林　操

13722-3971-5 4 262 芳山土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区神坂

AAABAA 原 去 26.07.20 よしやま 黒原1482175 改 鶴山土井 伊沢　正一

13722-4227-2 6 280 丸富土井 81.7 菊俊土井 香美町村岡区和池

CACBBA 原 雌 26.07.02 てつしげ５ 黒原1368898  照長土井 西崎　武志

13722-4625-6 6 246 芳山土井 81.8 菊俊土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 雌 26.08.05 きくとしひめ 黒原1423392  照波土井 井上　哲也

13722-4316-3 4 266 丸富土井 80.1 照一土井 香美町村岡区丸味

BACAAA 原 雌 26.07.16 ３１もりいち 黒原1423428 改 第２安鶴土井 長瀬　五一

13722-4359-0 4 271 芳山土井 82.2 福芳土井 香美町小代区秋岡

AAACAA 原 雌 26.07.11 ひでふく 黒原1444318  菊安土井 今井　正人

13722-4347-7 8 276 丸富土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

CACCBA 原 雌 26.07.06 ふくとく 黒原1331299  谷福土井 田中　充

13722-4445-0 13 279 照長土井 80.6 安美土井 ＥＴ産子　乳頭数 美方郡新温泉町海上

       　 雌 26.07.03 たかひめ３ 黒原0649724  茂金波 その他 尾崎　栄太郎

14445-6328-1 1 311 芳悠土井 81.0 丸富土井 宍粟市一宮町東河内

AABBAA  原 雌 26.06.01 とみこ 黒　2441454  照長土井 小池　一博

14445-6325-0 1 319 菊西土井 77.0 芳山土井 宍粟市一宮町東河内

AAACAA  原 雌 26.05.24 てるよし 黒　2418422  照長土井 小池　一博

13722-4867-0 3 272 芳悠土井 80.6 丸富土井 豊岡市辻

AAABBA  原 雌 26.07.10 さと 黒原1528511 改 照長土井 猪師　英三良
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

13722-4873-1 5 272 芳悠土井 80.1 菊宮土井 豊岡市竹野町三原

AAABAA 原 雌 26.07.10 ぼたん８ 黒原1467503  谷福土井 加悦　大三郎

14451-8506-2 7 250 芳山土井 79.5 菊俊土井 養父市建屋

AAACAA 原 雌 26.08.01 こちよ 黒　2294608  安幸土井 大封　健太

14451-8358-7 4 264 丸富土井 81.4 照一土井 養父市大屋町宮本

BACCBA 原 雌 26.07.18 もりひめ３ 黒原1467536  北宮波 寺尾　和敏

08623-5443-3 2 293 照美土井 78.8 芳山土井 朝来市和田山町安井

       　 去 26.06.19 てるひろやま 黒　2423272  丸富土井 県北部農業技術センタ

08623-5445-7 11 288 宮奥城 80.3 照菊波 朝来市和田山町安井

CCBBBA 　 去 26.06.24 まがやまつる 黒原1239886  菊安土井 県北部農業技術センタ

08623-5450-1 2 282 千代藤土井 80.8 菊西土井 朝来市和田山町安井

AACBAA  原 去 26.06.30 きくゆき 黒原1573990  第２鶴雪土井 県北部農業技術センタ

13722-5029-1 4 262 芳山土井 81.1 菊俊土井 養父市養父市場

AAACAA 原 去 26.07.20 もとぎく 黒　2294607  第２鶴雪土井 吉村　英美

14451-8706-6 6 240 丸富土井 81.7 第１満金波 養父市森

AABCBA 原 去 26.08.11 めぐかね 黒原1409460  照俊土井 田村　正宏

13722-5068-0 11 257 芳悠土井 79.8 照菊波 養父市大屋町蔵垣

ACABCB 　 去 26.07.25 いちご 黒　2082362  安美土井 上垣　康成

13722-5187-8 9 258 丸富土井 81.0 福芳土井 朝来市和田山町土田

AABBBA 原 去 26.07.24 はるよ 黒原1282623  菊安土井 川見　和秀

13868-1853-1 8 260 芳山土井 80.3 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

AAACAA 原 雌 26.07.22 ふくみ 黒　2226845  照義土井 横坂共栄農場

13708-1758-8 5 262 丸富土井 80.2 福広土井 宍粟市山崎町葛根

AACBAA 原 去 26.07.20 よしゆき３ 黒　2329934  菊井土井 吉岡　慎治

13868-1845-6 6 245 芳山土井 80.3 照長土井 神崎郡神河町猪篠

BAABAA 原 去 26.08.06 ふくたか 黒　2309213  谷福土井 藤原　孝作

13845-8344-8 1 271 千代藤土井 80.2 菊俊土井 姫路市白鳥台

BACBAA  原 去 26.07.11 あさきく 黒　2437601  鶴丸土井 石原　寛大
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

11549-1611-7 3 262 芳悠土井 81.0 丸宮土井 川辺郡猪名川町紫合

ABAAAA  原 去 26.07.20 くっきい 黒　2398416  谷福土井 森田　和子

14355-0569-6 3 245 丸宮土井 81.0 菊俊土井 小野市広渡町

       　 去 26.08.06 としみ２ 黒　2388892  福俊土井 前田　勇雄

14628-0507-3 9 261 芳山土井 79.8 照長土井 小野市長尾町

AAABAA 原 去 26.07.21 ふくえ 黒　2180464  谷福土井 岡田　勇治

13573-2847-2 1 259 照武土井 80.3 福芳土井 小野市河合西町

       　 雌 26.07.23 めふくみつ２の２ 黒　2441446  福広土井 堀井　光仁

13900-1531-5 2 273 芳山土井 82.0 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

       　 去 26.07.09 まちよしまる 黒原1569965  福芳土井 大槻　良

13900-1600-8 8 210 芳山土井 80.8 菊俊土井 丹波市春日町野上野

BAABAA 原 去 26.09.10 すみれ２ 黒原1336576 改 幸豊土井 山本　昇治

13900-1592-6 8 241 芳山土井 80.1 福俊土井 丹波市市島町下竹田

AAACAA 原 去 26.08.10 かねやま 黒原1340999 高 照長土井 須原　芳夫

13501-7157-0 5 266 芳悠土井 80.3 光照土井 丹波市市島町乙河内

ABACCA 原 去 26.07.16 うえと 黒原1467443  谷福土井 荻野　浩

13900-1662-6 9 250 芳山土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

AAABAB 原 雌 26.08.01 きくみつ 黒原1319553  安美土井 田中　憲蔵

13900-1576-6 6 281 芳山土井 81.4 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BAACAA 原 雌 26.07.01 としこ 黒原1336581  第２安鶴土井 上田　真吾

13900-1537-7 2 297 芳山土井 81.0 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

AAAAAA  原 雌 26.06.15 しげまる 黒原1524519  照長土井 上田　真吾

14348-6027-7 12 242 芳山土井 81.5 照菊波 篠山市曽地口

AAACBA 原 雌 26.08.09 みつひめ５ 黒原1206120 高 谷福土井 清水　健司

14348-6002-4 3 273 丸宮土井 81.8 菊宮土井 篠山市倉本

       　 去 26.07.09 ふくこ 黒　2326997  福芳土井 宇杉　弘

13815-9679-3 8 262 芳山土井 82.2 照長土井 香美町村岡区神坂

AAABAA 原 去 26.07.20 てるみ 黒原1331139 高育 安幸土井 小林　寿明
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

13722-4614-0 4 254 芳悠土井 80.4 菊俊土井 香美町村岡区境

ABABBA  原 去 26.07.28 てるこひめ 黒原1524426  福芳土井 田中　一馬

13722-4212-8 15 258 芳山土井 81.5 照長土井 香美町香住区三谷

AAACAA 原 去 26.07.24 さかえふく 黒原1085334 高育 安南土井 清水　容和

13722-4158-9 7 274 丸富土井 81.7 福芳土井 香美町小代区大谷

AABBAA 原 去 26.07.08 つるまさ 黒原1368886  第２安鶴土井 増田　丹

13722-4389-7 8 228 芳悠土井 84.0 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

ABABBA  原 去 26.08.23 としみ 黒原1299752  鶴丸土井 村尾　千代美

13722-4421-4 11 311 丸明波 82.3 照菊波 美方郡新温泉町熊谷

       　 去 26.06.01 ふじかず２ 黒原1206163 育改 安重土井 山本　照子

13722-4269-2 12 270 菊毬土井 82.8 越照波 美方郡新温泉町切畑

ACACCA 　 去 26.07.12 ちはる７ 黒　2078776 高 菊照土井 倉田　慎也

13722-4459-7 5 260 丸富土井 81.6 福広土井 美方郡新温泉町飯野

BBCCBA  原 去 26.07.22 みつふく５ 黒原1444368  菊照土井 村尾　賢一

13722-4442-9 6 285 福芳土井 81.8 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACBA 原 雌 26.06.27 てるたか 黒原1404925  谷福土井 山本　隆夫

13722-4515-0 3 246 芳山土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 雌 26.08.05 おおふく８ 黒原1524496  照長土井 中村　文吾

13722-4383-5 7 266 芳山土井 80.3 照波土井 香美町村岡区味取

AAACAA 原 雌 26.07.16 なみひで 黒原1331188 改 照長土井 西山　勝

13722-4488-7 1 277 丸富土井 81.4 芳山土井 香美町村岡区丸味

       　 雌 26.07.05 さとみ２ 黒原1592081  菊俊土井 森脇　雄一

13722-4489-4 8 268 丸富土井 81.4 福芳土井 香美町村岡区丸味

ABBBBA 原 雌 26.07.14 たかとよ３ 黒原1331203  第２安鶴土井 森脇　雄一

13722-3984-5 6 265 芳悠土井 80.5 菊俊土井 香美町村岡区萩山

BBABBA 原 雌 26.07.17 ゆき 黒原1404851  第２安鶴土井 西村　忠一

13722-3915-9 9 268 丸富土井 81.6 照長土井 香美町村岡区川会

AACCBA  原 雌 26.07.14 たにきそひめ 黒原1299655  谷福土井 谷　俊一
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

14434-0633-6 13 277 芳山土井 80.5 安幸土井 宍粟市波賀町道谷

AAABAA 原 去 26.07.05 やすこ 黒　2038098  谷福土井 岸本　章弘

14445-6355-7 5 260 丸宮土井 81.0 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

ABAAAA  原 去 26.07.22 おおぞら 黒　2362268  照長土井 小池　一博

13722-4794-9 4 260 千代藤土井 80.6 照一土井 豊岡市但東町佐々木

BABBAA 原 雌 26.07.22 ふくてる 黒原1467514  谷福土井 西　幸信

08623-5447-1 2 286 茂広波 80.3 芳山土井 朝来市和田山町安井

ACBCCB  原 雌 26.06.26 みゆき 黒原1559187  宮奥城 県北部農業技術センタ

08623-5453-2 5 277 茂広波 79.6 宮奥城 朝来市和田山町安井

ACBCCC 　 雌 26.07.05 なでしこ 黒　2340935  谷石土井 県北部農業技術センタ

08623-5463-1 8 268 茂広波 80.2 豊松土井 朝来市和田山町安井

ACACCB 原 雌 26.07.14 ひさとよ 黒　2219705  福芳土井 県北部農業技術センタ

14451-8580-2 4 248 照忠土井 80.2 菊俊土井 朝来市和田山町野村

       　 去 26.08.03 きくみ９ 黒原1508019  福芳土井 宮田　貴身仁

13722-4809-0 6 259 宮喜 81.8 谷石土井 豊岡市宮井

CCCBCA 原 去 26.07.23 みや 黒原1409416 育改 北宮波 綿田　謙

13841-0694-4 9 260 芳山土井 82.0 菊俊土井 豊岡市野上

AAACAB 　 去 26.07.22 あいとし０４ 黒原1299837 高 第２安鶴土井 西垣　富夫

13722-4706-2 3 292 千代藤土井 80.7 丸福土井 豊岡市但東町高竜寺

CACBAA  原 去 26.06.20 みなこ２ 黒原1507995  照長土井 小牧　成基

13722-4860-1 16 265 芳悠土井 81.0 谷福土井 豊岡市竹野町三原

ABABAA 原 去 26.07.17 さくら５ 黒原1045188 高育 安美土井 加悦　大三郎

13722-4753-6 9 233 丸富土井 81.7 菊原波 豊岡市但東町河本

BBCBBC 　 去 26.08.18 もりたけ 黒原1271471  照菊波 森井　正彦

13868-1834-0 10 288 芳山土井 82.3 第１光福土井 佐用郡佐用町佐用

BAACAB 原 雌 26.06.24 みつふく 黒　2078073 高 照長土井 兵庫県立佐用高等学校

13845-8345-5 13 298 芳山土井 82.0 第２鶴雪土井 姫路市白鳥台

CABBAB 　 去 26.06.14 みつふくひめ 黒原1170063 高 照長土井 石原　寛大
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

13868-1844-9 1 239 千代藤土井 80.8 福芳土井 赤穂市木津

AABBAA  原 去 26.08.12 てるみ 黒　2446045  照長土井 溝田　泰司

13632-0036-6 2 258 芳悠土井 77.1 丸福土井 三田市東山

BABBAA  原 去 26.07.24 ふじこ 黒　2393956  菊俊土井 岡本　鷹司

14628-0487-8 3 267 芳山土井 79.6 鶴山土井 小野市広渡町

AAABAA  原 去 26.07.15 つるき 黒　2347332  谷美土井 前田　勇雄

14628-0506-6 9 277 丸宮土井 80.2 菊俊土井 小野市長尾町

CCBBAA 原 去 26.07.05 みやさかえ 黒　2150897  照長土井 岡田　秀子

13668-2869-7 4 254 丸宮土井 80.8 福芳土井 小野市昭和町

BBAAAA  原 去 26.07.28 よしみ 黒　2354003  第２照久土井 藤本　幹泰

12396-6163-5 6 258 千代藤土井 80.2 福芳土井 加西市別府町

AABCBA 原 去 26.07.24 なみつるよし 黒原1360513  照長土井 兵庫畜産技術センター

13842-8698-1 1 273 菊西土井 80.2 丸宮土井 加古郡稲美町印南

       　 雌 26.07.09 こまるこ 黒　2444568  光照土井 丸尾　弘

13900-1560-5 10 277 照忠土井 81.3 北宮波 丹波市氷上町小谷

BABBAA 原 雌 26.07.05 ゆうみや 黒原1247791  鶴丸土井 細見　忠和

13900-1541-4 2 270 芳山土井 81.8 宮弘波 丹波市春日町棚原

BAACAA  原 雌 26.07.12 ちえみや 黒原1569974  第２鶴雪土井 山本　浩

13900-1626-8 5 235 芳山土井 81.5 福広土井 丹波市氷上町油利

AAACAA  原 雌 26.08.16 みやふく 黒原1459831 高 照長土井 山本　定夫

13900-1572-8 4 255 芳悠土井 83.2 福芳土井 丹波市柏原町柏原

ABABBA  原 去 26.07.27 すずとみ 黒原1449589  第２安鶴土井 下山　一彦

13900-1589-6 1 246 芳山土井 81.0 丸宮土井 丹波市市島町下竹田

AAABAA  原 去 26.08.05 はまみや 黒原1601480  福俊土井 須原　芳夫

13900-1538-4 1 282 丸宮土井 82.2 福芳土井 丹波市春日町棚原

ABABBA  原 去 26.06.30 もりちづる 黒　2433974  照長土井 山本　智

13900-1584-1 7 236 丸宮土井 80.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABAAAA 原 去 26.08.15 よしなお 黒原1368968 高 照長土井 上田　真吾
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

14348-6033-8 4 242 丸宮土井 80.1 福芳土井 篠山市今田町市原

ABAAAA  原 去 26.08.09 ふくよし 黒　2380528  照長土井 古家後　康夫

14348-6028-4 3 239 照忠土井 80.6 菊俊土井 篠山市曽地口

BABBAA  原 去 26.08.12 きょうこ 黒　2396562  第２鶴雪土井 清水　健司

13722-4497-9 2 285 丸富土井 79.7 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAACBA  原 去 26.06.27 さち 黒　2413819  照菊波 山本　智明

13722-4161-9 5 239 芳悠土井 81.3 福広土井 美方郡新温泉町中辻

AAABAA 原 去 26.08.12 ふくよしひろ 黒原1404933  照長土井 西　幸正

13722-3974-6 3 244 芳山土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA  原 去 26.08.07 はるきく２ 黒原1524449  谷福土井 中丘　亀雄

13722-4467-2 13 264 丸富土井 84.2 鶴山土井 美方郡新温泉町春来

BBCCCA 原 去 26.07.18 ふくよ 黒原1170079 高 谷福土井 田中　房夫

13722-4543-3 6 228 丸宮土井 81.2 菊宮土井 香美町香住区丹生地

BAAAAA  原 去 26.08.23 こうふく０７ 黒原1404825  福芳土井 淀　貴至

13722-3821-3 12 257 芳悠土井 81.8 照長土井 香美町村岡区長瀬

ACABCA 　 去 26.07.25 よしえ２ 黒原1126963  第２安鶴土井 谷渕　芳市

13722-4384-2 5 267 照忠土井 81.1 菊俊土井 香美町村岡区味取

BAAAAA 原 去 26.07.15 みのり 黒原1444292  福広土井 西山　勝

13722-4507-5 9 260 芳悠土井 79.5 鶴山土井 香美町村岡区味取

ACAABA 原 去 26.07.22 たにつる 黒　2174540  谷福土井 西山　勝

13722-4522-8 8 258 芳山土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区神坂

AAACAA 原 去 26.07.24 しめこ４ 黒原1368893  幸豊土井 伊沢　正一

13722-4479-5 10 275 芳山土井 80.0 鶴丸土井 香美町村岡区中大谷

CAACAA 原 雌 26.07.07 つるひめ 黒原1237422  照長土井 藤岡　義久

13722-4318-7 4 262 丸富土井 81.4 照也土井 香美町村岡区丸味

CACAAA 原 雌 26.07.20 ５２みつふく６ 黒原1501771  谷福土井 長瀬　久美子

13722-4317-0 3 264 照忠土井 79.5 福広土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 雌 26.07.18 ５８ながてる６ 黒　2402084  照長土井 長瀬　五一
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

13722-4611-9 7 281 芳山土井 80.5 菊俊土井 異性複数産子 香美町村岡区境

       　 雌 26.07.01 はるか 黒原1331196  照長土井 その他 田中　一馬

13722-4348-4 1 274 丸富土井 79.3 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

AABCBA  原 雌 26.07.08 やすひら２ 黒　2391491  福芳土井 田中　充

13722-4439-9 7 272 照忠土井 81.5 鶴山土井 美方郡新温泉町丹土

AABAAA 原 雌 26.07.10 ゆき５ 黒原1368828  照長土井 県立但馬牧場公園

13722-4184-8 7 264 芳悠土井 81.2 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 雌 26.07.18 まりな２ 黒原1368847 高 谷福土井 植田　秀作

14434-0637-4 15 235 福芳土井 81.0 菊高土井 宍粟市波賀町道谷

ABABBB 　 去 26.08.16 きよたか 黒　2009560  菊照土井 岸本　章弘

14596-0688-1 9 240 芳山土井 80.6 第２安鶴土井 宍粟市一宮町上岸田

AAACAA 原 去 26.08.11 はなこ３ 黒原1313598  照菊波 大封アグリ　一宮牧場

13722-5025-3 6 249 芳悠土井 81.3 鶴味土井 養父市養父市場

CCBACA 原 雌 26.08.02 とく 黒　2174564  菊照土井 吉村　英美

14451-8217-7 4 261 芳悠土井 79.4 丸福土井 豊岡市中郷

CBCBAA 原 雌 26.07.21 うめこ 黒　2368114  菊照土井 新田　義孝

14451-8607-6 3 257 丸富土井 80.2 福芳土井 朝来市神子畑

AABCBA  原 雌 26.07.25 はなふく 黒原1528561  菊安土井 仙賀　隆文

13722-4795-6 3 257 福芳土井 81.6 照一土井 豊岡市但東町佐々木

AAABAA  原 雌 26.07.25 てるよし 黒原1528525  菊安土井 西　幸信

08623-5455-6 4 277 芳山土井 81.4 茂隆波 朝来市和田山町安井

BAACAA  原 去 26.07.05 しげひで 黒　2340926  照波土井 県北部農業技術センタ

12396-6161-1 1 308 千代藤土井 81.0 丸宮土井 加西市産 朝来市和田山町安井

BABBAA  原 去 26.06.04 あかり 黒原1587521  福広土井 県北部農業技術センタ

08623-5473-0 6 261 千代藤土井 78.6 光照土井 朝来市和田山町安井

BACAAA 原 去 26.07.21 みつかつ 黒　2309221  茂金波 県北部農業技術センタ

14451-8707-3 8 231 照忠土井 81.7 福芳土井 養父市森

AAAAAA 原 去 26.08.20 なつよし 黒原1331082  照長土井 田村　正宏
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

13722-4923-3 10 259 芳山土井 80.7 北宮波 養父市大屋町蔵垣

ABACBA 原 去 26.07.23 ふみこ 黒原1271506  第２安鶴土井 上垣　勇吾

13722-4871-7 7 245 芳悠土井 80.7 照城波 豊岡市日高町石井

BCAABA 　 去 26.08.06 ちなつ 黒　2269218  第２安鶴土井 安堵　正男

13868-1827-2 7 266 照一土井 81.5 鶴山土井 佐用郡佐用町櫛田

CBCAAB 　 雌 26.07.16 きみとよ３ 黒原1368982  幸豊土井 竹内　隆

13558-6837-6 3 242 芳山土井 80.7 照一土井 姫路市夢前町新庄

AAACAA  原 去 26.08.09 さかえ５２６の２ 黒　2388910  福芳土井 西影　昌久

13549-5370-7 8 250 芳悠土井 83.3 菊俊土井 赤穂郡上郡町大持

AABBAA 原 去 26.08.01 きくさち 黒原1299922 高 谷福土井 上郡高校

14362-3065-8 2 228 芳悠土井 79.7 菊俊土井 姫路市林田町山田

AAABBA  原 去 26.08.23 じゅいち 黒　2407218  福広土井 上田　守

13484-2039-0 4 252 芳悠土井 80.6 菊俊土井 神戸市北区淡河町神田

ABABCA  原 去 26.07.30 みね 黒　2380571  鶴山土井 奥下　均

12535-0055-2 5 289 茂広波 80.3 芳藤土井 加西市常吉町

ACBCCC 　 雌 26.06.23 きくや 黒　2340929 照明土井 県立農業大学校

13573-2848-9 5 250 丸典土井 79.3 福芳土井 小野市河合西町

       原 雌 26.08.01 はるよし 黒　2354002  第２照久土井 堀井　光仁

14355-0567-2 4 262 丸宮土井 81.0 福芳土井 小野市広渡町

ABAAAA 原 雌 26.07.20 ちかこ 黒　2369443  光照土井 前田　勇雄

13900-1546-9 2 267 芳山土井 80.6 丸宮土井 丹波市市島町寺内

       　 雌 26.07.15 てるこ 黒原1579056  福芳土井 須原　喜一郎

13900-1519-3 8 270 芳悠土井 80.7 菊俊土井 丹波市山南町北和田

ABABAA 原 去 26.07.12 きくはな 黒原1336552  鶴山土井 堂本　義隆

13900-1556-8 4 256 丸富土井 81.1 光照土井 丹波市春日町黒井

BACCBA  原 去 26.07.26 ゆめ 黒原1488947  菊俊土井 氷上高等学校

13900-1555-1 1 262 芳悠土井 81.1 丸富土井 丹波市市島町乙河内

ABBBBA  原 去 26.07.20 かよ 黒原1601483  幸豊土井 谷垣　貞夫
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雌： 98 雄： 去： 142 合計 240
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成27年4月8日 子牛せり市出場名簿

血　　統 損　　徴
摘　　要

13900-1566-7 6 270 丸富土井 81.0 福広土井 丹波市山南町北和田

AACBBA 原 去 26.07.12 もりくに２ 黒　2294632 高 鶴山土井 田中　憲蔵

13900-1558-2 5 254 芳山土井 79.3 福俊土井 丹波市青垣町東芦田

AAACAA  原 去 26.07.28 きくなか１ 黒　2294636  照長土井 前田　貴雄

13900-1564-3 4 255 丸宮土井 80.8 福芳土井 丹波市山南町北和田

BCAABA 原 去 26.07.27 なんば 黒原1429648  越照波 松浪　一志

13900-1588-9 11 255 芳悠土井 80.3 菊安土井 丹波市市島町下竹田

AAAAAA 原 去 26.07.27 しずよ９ 黒原1255110 高 安幸土井 須原　芳夫

14348-6034-5 4 240 芳山土井 80.1 丸富土井 篠山市今田町市原

AAACAA 原 去 26.08.11 みりや 黒　2380525  菊俊土井 古家後　康夫

13722-4627-0 4 240 菊西土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区熊波

AABCBA 原 去 26.08.11 ゆきひめ５の４ 黒原1482223  照長土井 井上　哲也

13722-4335-4 5 253 丸富土井 80.6 福広土井 香美町村岡区丸味

AACBBA 原 去 26.07.29 おおみぞ 黒原1444332  谷福土井 森脇　雄一

13722-4336-1 5 248 丸富土井 80.1 福芳土井 香美町村岡区丸味

BABCBA 原 去 26.08.03 みつえ２ 黒原1444330  越照波 森脇　雄一

13722-3822-0 3 246 芳悠土井 81.3 丸福土井 香美町村岡区長瀬

       　 去 26.08.05 しよふく 黒原1524422  福芳土井 谷渕　侑生

13722-4516-7 3 245 芳悠土井 80.6 照一土井 美方郡新温泉町久斗山

AABAAA  原 去 26.08.06 てるふく 黒原1542186  鶴山土井 中村　文吾

14451-7841-5 14 289 福芳土井 81.3 第２安鶴土井 美方郡新温泉町熊谷

ABABBC 　 去 26.06.23 ひさたに 黒原1007289 高改 安谷土井 山本　賢一

13722-4622-5 3 236 芳悠土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町多子

BABAAA  原 去 26.08.15 えいこ５ 黒原1482253  谷福土井 竹下　与輔

13722-4541-9 3 223 芳悠土井 79.3 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

AAACBA  原 去 26.08.28 たつみ 黒　2402089  安美土井 坂本　隆子

13722-4446-7 1 262 丸富土井 80.1 照一土井 美方郡新温泉町海上

BACBBA  原 去 26.07.20 てるすず 黒原1592126  茅菊波 尾崎　栄太郎
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13722-4458-0 8 261 丸富土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BABCBA 原 雌 26.07.21 わかば 黒原1331267  谷福土井 村尾　賢一

13722-3801-5 12 267 芳山土井 83.1 照長土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA 原 雌 26.07.15 みのり２ 黒原1206223 高 谷福土井 田中　稔

13722-4195-4 3 266 芳悠土井 80.8 菊俊土井 香美町小代区神水

BCBBBA  原 雌 26.07.16 きくおおみぞ 黒原1524433  鶴山土井 毛戸　誠

13722-4379-8 6 287 丸富土井 79.6 福芳土井 香美町村岡区味取

BACCAA 原 雌 26.06.25 ふくまる 黒　2289509  鶴丸土井 西山　勝

13722-4380-4 10 276 芳悠土井 81.5 照長土井 香美町村岡区味取

BABBAA 原 雌 26.07.06 ひでなが 黒原1271089 高育改 谷福土井 西山　勝

13722-4322-4 13 250 芳山土井 81.6 照長土井 香美町村岡区丸味

BAACAA 原 雌 26.08.01 １４５ふくなが 黒原1206155 高育 鶴光土井 長瀬　五一

13722-3989-0 1 290 芳山土井 80.1 照一土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 雌 26.06.22 まさふく２ 黒原1592069  福芳土井 対中　広芳

13722-4231-9 4 243 芳山土井 80.1 菊俊土井 香美町村岡区和池

AAACAA  原 雌 26.08.08 てるひで４ 黒原1501761  福芳土井 西崎　武志

14434-0636-7 5 246 菊郷土井 81.7 菊俊土井 宍粟市波賀町道谷

       原 去 26.08.05 ゆみこ 黒　2264329  菊道土井 岸本　章弘

14596-0690-4 4 211 照一土井 79.4 丸福土井 宍粟市一宮町上岸田

CACAAA 去 26.09.09 まりも２ 黒　2369434  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

13722-4890-8 1 294 丸宮土井 81.0 福芳土井 養父市別宮

       　 去 26.06.18 さつき２ 黒原1608719  福広土井 西谷　敏秀

14451-8604-5 3 277 芳悠土井 81.2 菊俊土井 朝来市神子畑

ABACCA  原 去 26.07.05 第２とみぎく 黒原1542212  北宮波 仙賀　隆文

13722-4718-5 3 298 丸宮土井 81.6 福芳土井 豊岡市日高町知見

BBAAAA  原 去 26.06.14 やまふく 黒原1528496  照長土井 山崎　豊志

14451-8185-9 5 267 千代藤土井 80.7 福芳土井 豊岡市出石町暮坂

ABBCCA 原 雌 26.07.15 さよこの２ 黒原1449816  第２鶴雪土井 旗谷　仁志
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13722-4484-9 4 272 丸富土井 81.8 福芳土井 香美町小代区大谷

BBBBBB 　 去 26.07.10 はる 黒　2363022  安幸土井 宮本　尚美

13722-4487-0 4 280 丸富土井 81.8 福広土井 香美町村岡区丸味

AABCBA 原 去 26.07.02 たかきく３ 黒原1482239  菊安土井 森脇　薫明
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