
雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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

13722-4463-4 4 249 芳悠土井 82.0 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA 原 去 26.09.06 みつひめ 黒　2329947  菊俊土井 村尾　賢一

13722-4528-0 6 244 丸富土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AABCAA 原 去 26.09.11 ふくみ 黒原1404941 高育 照長土井 植田　秀作

13722-4755-0 1 254 菊西土井 81.4 芳山土井 豊岡市但東町河本

AABCAA  原 去 26.09.01 よしまつ 黒原1608717  照長土井 森井　正彦

13722-5188-5 6 275 芳山土井 79.7 菊俊土井 朝来市和田山町土田

       　 去 26.08.11 としこ 黒　2275892  谷福土井 川見　和秀

13722-5189-2 1 267 芳山土井 81.4 丸富土井 朝来市和田山町土田

AAACAA  原 雌 26.08.19 さちとみ 黒原1608730  福芳土井 川見　和秀

13722-5156-4 3 277 芳悠土井 80.1 丸宮土井 朝来市和田山町中

BBAAAA  原 雌 26.08.09 ふくなみ２ 黒原1553229  菊俊土井 宮田　靖仁

13900-1619-0 3 240 芳山土井 80.7 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

AAACAA  原 去 26.09.15 ふじなみ４の１ 黒原1546253 鶴丸土井 足立　尚之

13868-1858-6 5 273 千代藤土井 79.6 光照土井 佐用郡佐用町口金近

BACBAA 原 去 26.08.13 おりひめ 黒　2299090  菊道土井 田辺　裕基

13868-1824-1 3 307 千代藤土井 80.7 菊俊土井 佐用郡佐用町福中

BACBAA  原 去 26.07.10 あさきく 黒　2402101  福俊土井 吉田　朝雄

13868-1854-8 5 290 芳悠土井 82.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

ABAABA 原 去 26.07.27 まんてん 黒原1449860  鶴山土井 横坂共栄農場

13584-3389-2 1 258 照一土井 80.7 福芳土井 相生市矢野町真広

       　 雌 26.08.28 ごいちよ２の１ 黒　2441457  丸富土井 坂本　修一

13823-6061-4 1 294 福芳土井 80.0 照長土井 たつの市御津町中島

ABACCB  原 雌 26.07.23 なかゆき４ 黒　2441460  谷福土井 吉田　和子

13719-0652-6 4 247 菊西土井 81.0 福芳土井 神崎郡市川町保喜

BBCBBB 原 雌 26.09.08 きくとよ 黒　2354006  幸豊土井 松岡　千津子

13672-3890-7 3 247 福芳土井 80.6 菊俊土井 多可町八千代区中野間

ABACCA  原 雌 26.09.08 ささゆり 黒　2386924  鶴山土井 有田　覚

摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

14593-2042-8 4 277 芳山土井 80.8 丸福土井 神戸市北区淡河町神田

CAABAA 原 雌 26.08.09 ふくまさ 黒　2380577 照長土井 奥下　均

14628-0514-1 2 290 丸宮土井 80.3 菊西土井 小野市万勝寺町

BABAAA  原 雌 26.07.27 みやいずみ４の３ 黒　2423275  福広土井 宮下　俊子

13900-1647-3 9 240 丸富土井 80.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BACCAA 原 去 26.09.15 きくよし 黒原1310041  谷福土井 上田　真吾

13900-1643-5 14 244 芳悠土井 81.2 照長土井 丹波市柏原町下小倉

AABAAA 原 去 26.09.11 てるみ 黒原1111655 高 谷福土井 上田　真吾

13900-1622-0 4 248 芳山土井 81.0 菊宮土井 丹波市青垣町東芦田

AAABAA 原 去 26.09.07 みさと 黒原1419303  谷美土井 前田　貴雄

13900-1596-4 10 239 芳山土井 81.2 越照波 丹波市市島町下竹田

ABACCB 　 去 26.09.16 みなみてる 黒　2099406  安谷土井 須原　芳夫

13900-1624-4 9 250 丸宮土井 81.2 照長土井 丹波市氷上町小谷

CCAAAA 原 去 26.09.05 きそづる 黒原1287188  第２安鶴土井 細見　忠和

13636-1708-9 5 220 芳悠土井 81.7 福広土井 丹波市柏原町柏原

ABBBBA 原 去 26.10.05 よしみ 黒原1444399  福芳土井 下山　一彦

13636-1698-3 5 229 丸宮土井 80.8 福芳土井 丹波市氷上町井中

BBAAAA 原 去 26.09.26 みやよし 黒原1449560  照長土井 中澤　一夫

13900-1651-0 7 237 芳山土井 81.5 鶴山土井 丹波市春日町野瀬

AAABAA 原 去 26.09.18 つるひめ 黒原1369070  菊伸土井 細見　健次

13900-1674-9 6 241 芳山土井 82.6 光照土井 丹波市市島町与戸

AAACAA 原 去 26.09.14 ちよやす 黒原1370044  菊俊土井 森本　康典

14348-6029-1 6 239 福芳土井 80.5 第１満金波 篠山市曽地奥

ABACBB 原 雌 26.09.16 たかな 黒　2285319  照長土井 岡本　栄一

13722-4449-8 14 273 照長土井 80.6 安美土井 ＥＴ産子 美方郡新温泉町海上

CCCBCC 　 去 26.08.13 たかひめ３ 黒原0649724  茂金波 尾崎　栄太郎

13722-4470-2 13 258 芳山土井 82.0 照長土井 美方郡新温泉町中辻

AAACAA 原 去 26.08.28 みゆき７の１２ 黒原1170095 高育改 安谷土井 高美　萬喜子
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13722-4623-2 5 254 芳山土井 81.1 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

AAABAA 原 去 26.09.01 つるひめ３ 黒原1464019  照長土井 竹下　与輔

13722-4662-1 6 232 芳山土井 82.6 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA 原 去 26.09.23 せんふく 黒原1404956 高育 照長土井 鎌田　活美

13722-3892-3 2 280 芳山土井 81.6 鶴神土井 香美町小代区貫田

BAABAA  原 去 26.08.06 ごいちよ２ 黒原1559099  菊俊土井 小林　義富

13722-3820-6 3 295 照忠土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区長瀬

AAAAAB 去 26.07.22 たにたて２ 黒原1524421  第２鶴雪土井 谷渕　侑生

13722-4429-0 14 282 照忠土井 81.5 谷福土井 香美町村岡区味取

AAABAB 　 去 26.08.04 とくふく 黒原1085150  照長土井 阿瀬　稔

13722-4546-4 3 254 芳山土井 81.1 照一土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 去 26.09.01 ５４ゆきふく 黒原1524402  第２安鶴土井 長瀬　五一

13722-4202-9 5 255 丸富土井 80.5 福芳土井 香美町村岡区池ケ平

AABCBA  原 去 26.08.31 あやふく 黒原1463994  照長土井 西井　秀一

13722-4524-2 2 290 丸富土井 80.4 福芳土井 香美町村岡区神坂

AAACBA  原 雌 26.07.27 しめふく 黒原1573912  福芳土井 伊沢　正一

13722-4494-8 3 240 丸富土井 79.2 福芳土井 香美町村岡区丸味

BABBAA  原 雌 26.09.15 みつふく７ 黒　2391458  照長土井 森脇　薫明

13722-4506-8 2 301 照忠土井 80.4 福芳土井 香美町村岡区味取

AAAAAA  原 雌 26.07.16 たけよし３ 黒原1559090  照波土井 西山　勝

13722-4477-1 4 250 芳悠土井 80.8 菊俊土井 香美町香住区丹生地

ABABAA  原 雌 26.09.05 ゆきなが６ 黒原1482197  照長土井 今西　修輔

13722-4651-5 4 287 芳悠土井 80.3 丸福土井 美方郡新温泉町戸田

CBBAAA 原 雌 26.07.30 きくこ 黒　2363040  菊俊土井 井上　三千男

13722-3749-0 7 264 芳山土井 82.0 鶴山土井 美方郡新温泉町高山

AAAAAA 原 雌 26.08.22 つるみ 黒　2252566  菊安土井 西村　英明

13722-3751-3 12 268 芳悠土井 81.6 照長土井 美方郡新温泉町塩山

AABABA 原 雌 26.08.18 ひさてる 黒原1127064  安谷土井 坂本　隆子
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13722-4498-6 10 238 芳山土井 83.4 幸豊土井 美方郡新温泉町塩山

BAACAA 原 雌 26.09.17 さつき２ 黒原1237393  菊道土井 山本　智明

14122-0600-4 5 260 照忠土井 81.3 福広土井 宍粟市波賀町斉木

BAAAAB 原 雌 26.08.26 ふく 黒　2309172  第２安鶴土井 舟積　一雄

14451-8361-7 2 261 芳山土井 81.1 丸宮土井 養父市大屋町宮本

AAABAA  原 去 26.08.25 第２ももふく 黒原1542223  光照土井 寺尾　智也

13722-4987-5 9 264 芳山土井 80.8 北宮波 養父市大屋町大屋市場

AAACBA 原 去 26.08.22 やまはな 黒原1249390  第２安鶴土井 岩花　希

13722-4925-7 8 272 菊西土井 81.2 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

AABCBB 　 去 26.08.14 ふくこ６の５ 黒原1331111  谷福土井 上垣　勇吾

13722-5079-6 4 271 菊西土井 80.7 福芳土井 養父市八鹿町高柳

AAACBA  原 去 26.08.15 すずふく 黒原1489189  鶴丸土井 但馬農高

13722-4812-0 3 238 千代藤土井 80.4 丸富土井 豊岡市宮井

BACBAA  原 去 26.09.17 さちとら 黒原1542194  照長土井 綿田　正人

08623-5493-8 2 246 茂初波 80.3 丸福土井 朝来市和田山町安井

去 26.09.09 のりまる 黒原1573999  茂美波 県北部農業技術センタ

08623-5481-5 6 280 茂初波 79.7 北丸土井 朝来市和田山町安井

       　 去 26.08.06 ふみこ 黒　2309225  第１満金波 県北部農業技術センタ

08623-5465-5 1 300 丸宮土井 80.1 北美波 朝来市和田山町安井

BBAABA  原 去 26.07.17 きたひろなみ 黒　2442903  茂広波 県北部農業技術センタ

08623-5468-6 2 299 芳悠土井 79.7 茂広波 朝来市和田山町安井

ABACCA  原 雌 26.07.18 まるなみ 黒　2423273  北丸土井 県北部農業技術センタ

14451-8237-5 2 290 芳悠土井 80.4 福芳土井 豊岡市引野

ABABBA  原 雌 26.07.27 としこ３ 黒原1576331  菊俊土井 竹村　清志

13722-4875-5 8 251 宮喜 79.8 照長土井 豊岡市竹野町三原

CBCAAA 原 雌 26.09.04 ぼたん４ 黒　2188809 育改 谷福土井 加悦　大三郎

14451-8507-9 9 259 丸富土井 80.2 鶴山土井 養父市建屋

BBCBCA 原 雌 26.08.27 よしてつ４ 黒原1299787  菊照土井 大封　香代子
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13722-5069-7 4 283 福芳土井 80.2 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

ABACBB 原 雌 26.08.03 きい 黒原1467541  照長土井 上垣　康成

13868-1866-1 3 221 芳山土井 82.2 福芳土井 佐用郡佐用町口長谷

AAACAA  原 去 26.10.04 たけなが 黒　2388880  照長土井 竹田　瞳

13868-1828-9 4 281 芳山土井 79.7 福芳土井 佐用郡佐用町平谷

AAACAA 原 雌 26.08.05 おかなみ 黒　2362274  照菊波 安岡　林

13868-1855-5 12 267 福芳土井 83.7 照長土井 佐用郡佐用町横坂

ABBCCB 　 去 26.08.19 てるみや 黒原1206225 高 谷福土井 横坂共栄農場

13584-3390-8 7 257 千代藤土井 79.7 鶴山土井 相生市矢野町真広

CACBAA 原 雌 26.08.29 さかもと８４５５ 黒　2247585  菊原波 坂本　修一

13868-1849-4 2 257 芳山土井 80.8 菊西土井 赤穂市木津

AAABAA  原 去 26.08.29 きくつる 黒　2428235  鶴山土井 溝田　泰司

14776-8348-2 8 263 丸宮土井 82.8 照長土井 姫路市白鳥台

CABAAA 原 去 26.08.23 あかね２ 黒　2219679  菊照土井 石原　寛大

11549-1614-8 6 246 丸宮土井 81.2 照長土井 川辺郡猪名川町紫合

ABAAAA 原 去 26.09.09 はまてる 黒原1409594 谷福土井 森田　和子

13668-2869-7 4 289 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

13900-1657-2 9 208 芳悠土井 82.0 福俊土井 丹波市青垣町檜倉

ABBABA 原 去 26.10.17 りつこ５の２ 黒原1301478 高 越照波 足立　尚之

13900-1564-3 4 290 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

13900-1645-9 13 245 芳山土井 81.7 幸豊土井 丹波市柏原町下小倉

AAACCA 原 去 26.09.10 みやゆき 黒原1147361  茅菊波 上田　真吾

13900-1641-1 8 251 芳山土井 81.0 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BAACAA 原 去 26.09.04 たかふく 黒　2221248  第２安鶴土井 上田　真吾

13900-1595-7 2 248 芳山土井 80.5 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

AAACAA  原 去 26.09.07 みつや２ 黒原1579057  福芳土井 須原　芳夫
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13900-1571-1 4 281 芳山土井 82.6 菊俊土井 丹波市柏原町柏原

BAACBA 原 去 26.08.05 こいちよ３ 黒原1488942 照長土井 下山　一彦

13636-1697-6 6 266 芳山土井 80.7 照一土井 丹波市氷上町井中

BABAAA 原 去 26.08.20 つるまさ２ 黒　2294633  鶴山土井 中澤　一夫

13900-1616-9 1 279 芳山土井 80.1 丸富土井 乳頭数不足 丹波市青垣町大名草

AAACAA 雌 26.08.07 とみみつてる 黒原1610931  菊俊土井 その他 田中　ふみよ

13900-1617-6 8 240 芳山土井 80.4 照菊波 丹波市青垣町檜倉

ABACBA 原 雌 26.09.15 たま 黒原1336563 改 菊安土井 足立　尚之

14973-6094-3 3 245 芳悠土井 78.6 菊俊土井 篠山市今田町今田新田

ABBCCA  原 去 26.09.10 はる 黒　2410381  第２照久土井 波多野　省三

13722-4232-6 1 244 照忠土井 81.4 福芳土井 香美町村岡区和池

AAABAA  原 去 26.09.11 なみまる 黒原1592141  鶴丸土井 西崎　武志

13722-4626-3 14 270 芳山土井 81.8 安谷土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 去 26.08.16 たてふく２ 黒原1127015 高育 安幸土井 井上　哲也

13722-4630-0 3 245 菊西土井 81.1 照一土井 香美町村岡区熊波

AACBBA  原 去 26.09.10 うえふく２ 黒原1524413  谷福土井 井上　哲也

13722-4432-0 12 251 芳山土井 82.2 照長土井 香美町村岡区味取

BAABAA 原 去 26.09.04 さくらこ 黒原1170018  第２安鶴土井 阿瀬　稔

13722-4617-1 9 254 芳悠土井 80.7 照長土井 香美町村岡区境

ABBBBA 原 去 26.09.01 ふるさと２ 黒原1331194 高育 菊俊土井 田中　一馬

13722-4618-8 6 254 丸富土井 81.0 福広土井 香美町村岡区境

AACCBA 原 去 26.09.01 よしふくきく２ 黒　2309192  菊俊土井 田中　あつみ

13722-4619-5 3 247 芳悠土井 81.1 菊西土井 香美町村岡区境

ABBABA  原 去 26.09.08 てるとよきく 黒原1555097  幸豊土井 田中　一馬

13722-4641-6 10 253 芳悠土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

BCACCA 原 去 26.09.02 てるなお３ 黒　2110260  照長土井 中井　雄次

13722-4462-7 3 284 芳山土井 80.6 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 26.08.02 みやこ 黒原1501794  照長土井 村尾　高司
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13722-4450-4 3 252 芳山土井 80.6 福芳土井 美方郡新温泉町海上

       　 去 26.09.03 みやよし 黒原1524476  福広土井 尾崎　栄太郎

13722-4530-3 5 224 芳悠土井 79.7 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

BBBCCA 原 雌 26.10.01 てるかね 黒　2309194  照長土井 植田　秀作

13722-4351-4 6 285 芳悠土井 81.0 照長土井 美方郡新温泉町諸寄

BBABBA 原 雌 26.08.01 つるちか 黒原1299779  菊安土井 田中　充

13722-4353-8 5 266 丸富土井 80.2 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

AACCBA  原 雌 26.08.20 やすひら 黒原1404951  福芳土井 田中　充

13722-4360-6 11 285 菊毬土井 81.5 照長土井 香美町小代区秋岡

CCCBBB 　 雌 26.08.01 たまひめ 黒原1206234  谷福土井 今井　正人

13722-4509-9 8 254 丸富土井 81.0 茂美波 香美町村岡区味取

CACBAB 雌 26.09.01 しげゆき 黒　2209099 育改 第２鶴雪土井 西山　勝

13722-4549-5 6 242 照忠土井 81.8 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BABAAA 原 雌 26.09.13 ２９ふくなが５ 黒原1423391  照長土井 長瀬　五一

13722-4637-9 1 276 丸富土井 80.4 照忠土井 香美町村岡区萩山

CACAAA  原 雌 26.08.10 てるひめ 黒原1605608  谷福土井 西村　忠一

14451-7082-2 1 266 菊優土井 79.5 千代藤土井 宍粟市千種町河内

BABBAA  原 去 26.08.20 ちよつる 黒　2437591  鶴丸土井 林　繁樹

14451-8362-4 4 249 千代藤土井 80.5 福芳土井 養父市大屋町宮本

AABBAA  原 去 26.09.06 しげふく 黒原1489225  菊安土井 寺尾　稔

13722-5030-7 6 262 芳山土井 80.2 菊波土井 養父市養父市場

AAACAA 原 去 26.08.24 ひできく 黒原1419311  谷福土井 吉村　英美

13722-4798-7 8 240 芳悠土井 81.6 谷石土井 豊岡市但東町佐々木

AAABAA 原 去 26.09.15 ふく 黒原1347502 改 谷福土井 西　幸信

13722-4877-9 11 250 芳悠土井 80.8 照長土井 豊岡市但東町唐川

BBBBBA 原 去 26.09.05 けいこ 黒原1144374 育 谷福土井 中儀　吉郎

08623-5486-0 4 274 芳山土井 80.4 菊俊土井 朝来市和田山町安井

AAACAA  原 去 26.08.12 みやよし５ 黒原1497628  福芳土井 県北部農業技術センタ
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

08623-5476-1 3 293 菊優土井 80.0 丸宮土井 朝来市和田山町安井

AAABAA  原 去 26.07.24 はるな 黒原1535110  千代藤土井 県北部農業技術センタ

08623-5464-8 4 302 茂広波 79.3 北美波 朝来市和田山町安井

ACACCC 　 去 26.07.15 なつる 黒　2374398  福芳土井 県北部農業技術センタ

14201-2244-0 2 265 芳悠土井 85.0 福芳土井 朝来市山東町大月

AAABAA  原 去 26.08.21 ふくよし３ 黒原1528361  照長土井 浅野　登

13722-5215-8 5 258 菊西土井 80.6 福芳土井 朝来市和田山町野村

AABCBA 原 去 26.08.28 ふじふく 黒原1409495  照長土井 宮田　貴身仁

14451-8575-8 4 291 照美土井 79.8 菊俊土井 朝来市和田山町野村

       　 雌 26.07.26 はづき１０ 黒　2380544  福芳土井 宮田　貴身仁

14451-8608-3 1 278 芳山土井 81.5 照忠土井 朝来市神子畑

AAACAA  原 雌 26.08.08 とみただ 黒原1608727  菊俊土井 仙賀　隆文

08623-5472-3 2 296 宮菊城 80.2 北森宮 朝来市和田山町安井

       　 雌 26.07.21 あきえ 黒原1559186  北谷松 県北部農業技術センタ

13722-4810-6 3 248 芳山土井 79.0 菊西土井 豊岡市宮井

AAABAA  原 雌 26.09.07 みつ３ 黒　2402117  照明土井 綿田　正人

13868-1861-6 6 267 菊西土井 80.3 光照土井 佐用郡佐用町仁方

BBCABB 原 雌 26.08.19 ひめもと 黒　2269290  安幸土井 孝橋　求

13868-1863-0 4 249 芳悠土井 82.2 福広土井 佐用郡佐用町横坂

ABBBBA 原 去 26.09.06 たけふね５ 黒　2347325  鶴山土井 横坂共栄農場

13868-1868-5 1 256 芳山土井 80.4 丸富土井 佐用郡佐用町口金近

AAACAA  原 去 26.08.30 よしひめ 黒　2441463  光照土井 田辺　裕基

13868-1860-9 1 266 芳山土井 80.0 丸富土井 佐用郡佐用町豊福

AAACAA  原 去 26.08.20 おおみぞ６ 黒　2441465  福芳土井 松本　義和

13868-1887-6 9 275 菊西土井 80.3 菊俊土井 赤穂市鷆和

AABBBA 原 去 26.08.11 せいこ３ 黒　2140642  第２安鶴土井 後藤　清二

13708-1759-5 2 232 丸富土井 79.3 照一土井 宍粟市山崎町葛根

       　 去 26.09.23 きらり 黒　2423296  第１満金波 吉岡　慎治
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13868-1884-5 1 240 千代藤土井 81.0 芳山土井 宍粟市山崎町与位

BABBAA  原 去 26.09.15 としよし 黒　2441456  鶴丸土井 中坪　みどり

13672-3891-4 8 243 芳山土井 80.5 菊俊土井 多可町八千代区中野間

AAACAA  原 雌 26.09.12 きくのり 黒　2196362  谷福土井 有田　覚

12317-7310-7 7 276 芳山土井 80.7 鶴山土井 神戸市西区神出町

BAABAA 原 雌 26.08.10 しづこ１０ 黒　2171639 菊道土井 池本　俊彦

12461-1678-4 4 268 芳山土井 80.0 菊宮土井 神戸市西区神出町紫合

CAACAB 　 去 26.08.18 よういちろう 黒　2360098 鶴光土井 淵上　晋

14355-0545-0 7 265 芳山土井 79.4 光照土井 小野市長尾町

AAACAA 原 去 26.08.21 おかひめ 黒　2269296  菊俊土井 岡田　秀子

14355-0571-9 6 256 芳山土井 80.6 北宮波 同性複数産子 小野市広渡町

AAACAA  原 去 26.08.30 みその 黒　2338240  照長土井 前田　勇雄

13900-1642-8 7 254 芳山土井 82.6 照長土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 雌 26.09.01 きくひめ６ 黒原1370032  谷福土井 上田　真吾

13900-1583-4 7 266 丸宮土井 80.7 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CCBAAA 原 雌 26.08.20 みよ 黒原1331295  菊照土井 上田　真吾

13900-1587-2 4 283 丸富土井 81.1 福芳土井 丹波市市島町下竹田

AAABAA 原 雌 26.08.03 しずみ 黒原1467442  菊安土井 須原　芳夫

13900-1648-0 3 264 芳山土井 81.0 照菊波 丹波市春日町棚原

       　 雌 26.08.22 しずか 黒原1524553  照長土井 山本　智

13900-1673-2 3 244 照忠土井 81.4 福広土井 丹波市市島町白毫寺

BABAAA  原 雌 26.09.11 あずみの３ 黒原1497776 照長土井 荻野　諭

13900-1603-9 9 259 千代藤土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町岩戸

BACBBA 原 雌 26.08.27 てるとし 黒　2174607  第２安鶴土井 大槻　良

13900-1599-5 10 282 芳山土井 82.4 菊俊土井 丹波市春日町鹿場

AAACAA 原 雌 26.08.04 たばた 黒原1287193  鶴丸土井 田川　良一

13900-1649-7 11 254 芳山土井 82.8 北本土井 丹波市春日町棚原

AAACAA 原 雌 26.09.01 みやこ 黒原1237334 高改 照長土井 山本　浩
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13900-1623-7 10 261 芳山土井 81.5 照長土井 丹波市氷上町小谷

AAACAA 原 雌 26.08.25 ふくむすめ 黒原1271204  安幸土井 細見　忠和

14973-6096-7 7 247 福芳土井 80.1 菊俊土井 篠山市乾新町

ABACCA  原 去 26.09.08 つばき 黒　2242578  照長土井 小西　弘

14348-6030-7 2 272 千代藤土井 79.4 芳山土井 篠山市曽地奥

BABCAA  原 雌 26.08.14 つゆとよ１ 黒　2426325  幸豊土井 岡本　栄一

13722-4451-1 4 240 照忠土井 81.6 照一土井 美方郡新温泉町海上

BABAAA 原 去 26.09.15 あおい 黒原1482280  福代土井 尾崎　栄太郎

13722-4452-8 4 240 芳山土井 81.0 第２照久土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 去 26.09.15 ひさはる 黒　2363037  菊安土井 尾崎　栄太郎

13722-4499-3 1 235 芳悠土井 78.5 照一土井 美方郡新温泉町塩山

       　 去 26.09.20 ともなみ 黒　2433939  福芳土井 山本　智明

13722-4472-6 8 240 菊西土井 81.3 茂美波 美方郡新温泉町中辻

AABCBB 　 去 26.09.15 さゆり３の７ 黒原1331257 改 照菊波 高美　治

13722-4352-1 2 285 丸富土井 80.3 菊西土井 美方郡新温泉町諸寄

       　 去 26.08.01 てるにし 黒原1542187  福広土井 田中　祥子

13722-4173-2 4 297 照忠土井 82.0 福広土井 香美町小代区秋岡

BABBAA 原 去 26.07.20 ゆきふくひろ 黒原1482209  菊俊土井 小谷　よしの

13722-4493-1 9 246 芳山土井 80.5 照長土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 26.09.09 やすふくみ２ 黒原1299634  第２安鶴土井 森脇　雄一

13722-4658-4 8 234 芳山土井 81.3 照長土井 香美町村岡区丸味

AAACBA 原 去 26.09.21 ふくつる 黒原1331280 高育改 菊照土井 森脇　雄一

13722-4523-5 3 280 芳悠土井 79.8 菊俊土井 香美町村岡区神坂

ABACBA  原 去 26.08.06 しめか 黒　2402079  福芳土井 伊沢　正一

13722-4638-6 4 274 芳悠土井 78.5 菊俊土井 香美町村岡区萩山

AAABAA  原 雌 26.08.12 たけひで 黒　2363012 改 菊安土井 西村　忠一

13722-4554-9 10 219 芳山土井 81.0 照長土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 26.10.06 １８９ゆきふく 黒原1317194  谷福土井 長瀬　五一
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13722-4613-3 4 294 丸富土井 81.6 福芳土井 香美町村岡区境

AABBAA  原 雌 26.07.23 ひろこ５ 黒原1501781  照長土井 田中　一馬

13722-4615-7 1 285 丸富土井 81.0 照一土井 香美町村岡区境

AACBAA  原 雌 26.08.01 ひさてる 黒原1592064  福芳土井 田中　一馬

13722-3893-0 13 266 芳悠土井 82.0 照長土井 香美町小代区貫田

BACAAA 原 雌 26.08.20 ひろふく 黒原1127004  谷福土井 小林　義富

11549-3910-9 4 250 福芳土井 80.6 福広土井 美方郡新温泉町井土

AAABAA 原 雌 26.09.05 ふくこ 黒原1444382  照長土井 岸　俊之

13722-4460-3 1 290 菊西土井 80.4 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

       　 雌 26.07.27 みつふく 黒原1559126  福広土井 村尾　賢一

14596-0691-1 3 241 丸宮土井 79.6 菊西土井 宍粟市一宮町上岸田

ABAAAA  原 去 26.09.14 ふじみや１ 黒　2402108  北宮波 大封アグリ　一宮牧場

13722-4874-8 2 264 芳悠土井 79.6 福芳土井 豊岡市竹野町三原

AAABAA  原 去 26.08.22 ぼたん８の１ 黒　2424416  菊宮土井 加悦　大三郎

14451-8236-8 3 295 福芳土井 80.0 丸宮土井 豊岡市引野

ABABBA  原 去 26.07.22 まるみ 黒原1542191  菊宮土井 竹村　清志

13722-4756-7 1 254 菊西土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町河本

AABBAA  原 去 26.09.01 はるみや 黒原1587511  照長土井 森井　正彦

13841-0696-8 3 286 丸富土井 81.7 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

AACCBA  原 去 26.07.31 みやもり１ 黒原1467511  北宮波 中儀　吉郎

08623-5456-3 2 312 丸宮土井 81.2 照也土井 朝来市和田山町安井

BAAAAA  原 去 26.07.05 みやなり 黒原1573994  芳寛土井 県北部農業技術センタ

08623-5457-0 1 311 菊西土井 79.0 丸宮土井 朝来市和田山町安井

AABAAA  原 去 26.07.06 みやなでしこ 黒　2442902  宮奥城 県北部農業技術センタ

08623-5461-7 4 306 茂池波 80.2 丸福土井 朝来市和田山町安井

去 26.07.11 みつまるなみ 黒原1497624  茂広波 県北部農業技術センタ

14201-2243-3 3 296 芳山土井 82.1 菊俊土井 朝来市山東町大月

BAABAA 原 去 26.07.21 ゆきとし 黒　2363025  幸豊土井 浅野　登
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

14451-8582-6 4 274 福芳土井 81.0 照長土井 朝来市和田山町野村

ABACCA 原 去 26.08.12 なみひめ８ 黒原1423570  照菊波 宮田　貴身仁

14451-8581-9 6 271 菊西土井 81.2 福広土井 朝来市和田山町野村

AABBAA 原 雌 26.08.15 ふくよ８ 黒原1409494  第２安鶴土井 宮田　貴身仁

08623-5483-9 1 278 丸宮土井 80.0 茂広波 朝来市和田山町安井

ABABBA  原 雌 26.08.08 きくよししげ 黒原1608708  福芳土井 県北部農業技術センタ

14451-8609-0 5 277 丸宮土井 80.1 福芳土井 朝来市神子畑

       　 雌 26.08.09 とみつるふく 黒原1449859  鶴丸土井 仙賀　隆文

13722-4813-7 3 233 芳悠土井 79.4 丸福土井 豊岡市宮井

BAABAA  原 雌 26.09.22 ふくみ３ 黒　2402118  福芳土井 綿田　正人

13868-1864-7 13 242 千代藤土井 80.6 照菊波 佐用郡佐用町横坂

BACBBA 原 去 26.09.13 ふじきく 黒原1209562  菊安土井 横坂共栄農場

13868-1865-4 4 224 千代藤土井 80.8 福芳土井 佐用郡佐用町福中

BACBAA  原 雌 26.10.01 とよた 黒　2388884  照長土井 吉田　朝雄

13868-1829-6 8 278 芳悠土井 82.0 茂美波 佐用郡佐用町櫛田

AABBAA 原 雌 26.08.08 さゆり１ 黒　2207165  照長土井 竹内　隆

13584-3391-5 1 230 芳山土井 80.5 丸富土井 相生市矢野町真広

AAACAA  原 去 26.09.25 ともみ１４ 黒　2441458  照長土井 坂本　修一

13868-1850-0 4 237 照忠土井 79.2 福俊土井 赤穂市木津

BABAAB 去 26.09.18 はなこ２ 黒　2388907  菊照土井 溝田　泰司

13868-1847-0 4 261 千代藤土井 80.7 谷福土井 神崎郡神河町猪篠

BACBAA  原 去 26.08.25 ふくひめ２ 黒　2376713  照長土井 藤原　幸子

11549-1612-4 1 264 芳山土井 80.7 福広土井 川辺郡猪名川町紫合

AAACAA  原 去 26.08.22 ほまれ 黒　2444570 照長土井 森田　和子

14628-0515-8 4 256 丸宮土井 80.1 福芳土井 小野市万勝寺町

BBAAAA  原 去 26.08.30 みやいずみ２６ 黒　2376697  照長土井 宮下　悦子

13900-1638-1 5 261 芳山土井 82.0 福芳土井 丹波市柏原町柏原

AAACAA  原 雌 26.08.25 ゆきてる 黒　2314342  照長土井 下山　一彦
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13900-1628-2 5 255 丸宮土井 81.1 福芳土井 丹波市山南町北和田

ACAABA 原 雌 26.08.31 ゆきよし 黒原1419298  鶴山土井 松浪　一志

13900-1625-1 1 261 菊西土井 80.7 照忠土井 丹波市氷上町犬岡

AABBAA  原 雌 26.08.25 はるな２ 黒原1592284  福広土井 勢志　政和

13900-1559-9 9 286 芳山土井 80.7 谷福土井 丹波市青垣町東芦田

BAACBA 原 雌 26.07.31 そのふく４ 黒　2150898  菊照土井 前田　貴雄

13900-1639-8 2 263 芳山土井 81.0 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

       　 去 26.08.23 ななまる 黒　2426322  福芳土井 上田　真吾

13900-1582-7 9 265 芳山土井 81.3 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BAACAA 原 去 26.08.21 ひかり 黒原1313555  照長土井 上田　真吾

13900-1594-0 6 253 芳山土井 81.4 照長土井 丹波市市島町下竹田

AAACAA 原 去 26.09.02 てるふくたに 黒原1380296  菊安土井 須原　芳夫

13900-1591-9 6 259 芳山土井 81.1 福俊土井 丹波市市島町下竹田

AAABAA 原 去 26.08.27 はまとし 黒原1419309  菊照土井 須原　芳夫

13900-1618-3 10 249 芳山土井 82.2 菊原波 丹波市青垣町檜倉

AAACAB 　 去 26.09.06 まみや 黒原1237318  照長土井 足立　尚之

14348-6036-9 2 262 福芳土井 78.0 菊俊土井 篠山市今田町今田新田

ABACCA  原 雌 26.08.24 ふくきくとし 黒　2410390  第２安鶴土井 波多野　省三

13722-4631-7 13 241 福芳土井 80.6 照長土井 香美町村岡区熊波

ACBCCA 　 去 26.09.14 しょうふく 黒原1170013 高 安幸土井 井上　哲也

13722-4294-4 12 236 福芳土井 81.5 菊安土井 異性複数産子 香美町村岡区熊波

ABACCB 　 去 26.09.19 きくひめ 黒原1237404  谷福土井 井上　哲也

13722-4552-5 5 226 芳山土井 82.0 照一土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 26.09.29 ４５もりなが４ 黒原1464017  照長土井 長瀬　五一

13722-4512-9 4 240 照忠土井 81.1 福芳土井 香美町村岡区味取

BAAAAA 原 去 26.09.15 きくふく１ 黒原1464006  第２安鶴土井 西山　勝

13722-4371-2 11 245 芳悠土井 82.6 第２照久土井 香美町村岡区境

CCCBBA 原 去 26.09.10 ゆきひめ６ 黒原1237362  菊照土井 田中　一馬
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13722-4620-1 6 245 丸富土井 81.2 菊俊土井 香美町村岡区境

BACCCA  原 去 26.09.10 おふく３ 黒原1423394 高 谷福土井 田中　一馬

13722-4373-6 3 240 丸富土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区境

AABCBA  原 去 26.09.15 ふくえ２の１ 黒原1555095 改 菊道土井 田中　一馬

13722-4650-8 2 243 芳悠土井 81.1 照忠土井 美方郡新温泉町多子

AABAAA  原 去 26.09.12 ももこ 黒原1573923  菊茂土井 竹下　千江子

13722-4391-0 4 238 芳山土井 80.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 26.09.17 せつきく 黒原1467559  照長土井 村尾　和広

13722-4527-3 12 258 芳悠土井 82.8 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

ABABBA 原 去 26.08.28 きくよし 黒　2078779 高育 照長土井 植田　秀作

13722-4529-7 6 224 芳山土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 雌 26.10.01 みゆき３ 黒原1444373  照長土井 植田　秀作

13722-4471-9 9 250 丸富土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

AABCCA 原 雌 26.09.05 ごいちよ 黒原1299726  第２照久土井 高美　治

13722-4654-6 7 266 芳悠土井 81.3 茂美波 美方郡新温泉町戸田

ABBBBA  原 雌 26.08.20 しげみ 黒原1331294 育改 茅菊波 井上　三千男

13722-4362-0 8 276 芳悠土井 81.2 鶴丸土井 香美町小代区秋岡

BBBBBA 原 雌 26.08.10 きくふくまる 黒原1237343  谷福土井 今井　正人

13722-4478-8 3 245 芳悠土井 79.1 福芳土井 香美町香住区丹生地

ABACBA  原 雌 26.09.10 きくひさ１ 黒　2391468  菊俊土井 今西　修輔

13722-4208-1 4 278 芳悠土井 81.7 丸福土井 香美町村岡区高津

CBBAAA  原 雌 26.08.08 やまふく 黒原1482182  第２安鶴土井 田中　博文

13722-4201-2 6 279 芳山土井 80.6 菊俊土井 香美町村岡区池ケ平

AAACAA 原 雌 26.08.07 やすふく４ 黒原1384176  福芳土井 西井　秀一

14434-0639-8 5 253 丸宮土井 80.8 菊千代土井 宍粟市波賀町道谷

BBBAAA 原 去 26.09.02 しげちよ 黒　2329918  安美土井 岸本　章弘

13722-4990-5 1 230 芳山土井 80.8 照一土井 養父市大屋町大屋市場

AAABAA  原 去 26.09.25 たつひめ２ 黒原1608722  菊俊土井 岩花　玉男
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13722-4926-4 2 260 菊西土井 80.2 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AABAAA  原 去 26.08.26 おきな２ 黒原1528545  谷福土井 上垣　耕作

14451-8238-2 5 262 丸富土井 80.3 福広土井 豊岡市引野

BACBBA  原 去 26.08.24 きくこ 黒原1449799  第２安鶴土井 竹村　清志

13722-4876-2 2 254 芳山土井 80.1 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

AAACAA  原 去 26.09.01 かえで２ 黒原1576334  福芳土井 中儀　吉郎

13722-4811-3 6 240 丸富土井 80.0 福芳土井 豊岡市宮井

AABCAA 原 去 26.09.15 まゆ２ 黒原1368990  鶴丸土井 綿田　謙

08623-5492-1 11 255 丸富土井 81.4 照波土井 朝来市和田山町安井

AABCAA 原 去 26.08.31 ふくひめ 黒原1209557  谷福土井 県北部農業技術センタ

08623-5485-3 3 276 茂池波 80.0 丸福土井 朝来市和田山町安井

       原 去 26.08.10 きくまる 黒原1497627  茂幸波 県北部農業技術センタ

08623-5469-3 1 297 芳悠土井 79.1 宮奥城 朝来市和田山町安井

ABBBCA  原 去 26.07.20 きくおく 黒　2433975  照城波 県北部農業技術センタ

14451-8579-6 3 286 照美土井 79.1 菊俊土井 朝来市和田山町野村

BBBCBA  原 去 26.07.31 おおみぞ１０ 黒　2402130  第２安鶴土井 宮田　貴身仁

14451-8573-4 6 291 芳山土井 80.7 菊宮土井 朝来市和田山町野村

AAACAA 原 雌 26.07.26 ふくみや 黒原1423426  福芳土井 宮田　貴身仁

08623-5449-5 4 318 茂広波 80.4 北谷松 朝来市和田山町安井

ACACCC 　 雌 26.06.29 のりこまつ 黒原1497622  鶴味土井 県北部農業技術センタ

13722-4751-2 4 279 丸宮土井 80.1 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BCABBA  原 雌 26.08.07 たけとし 黒原1449824  谷福土井 森井　正彦

14451-8359-4 5 260 千代藤土井 80.1 菊宮土井 養父市大屋町宮本

BACAAA 原 雌 26.08.26 きくつる 黒　2350118  鶴丸土井 寺尾　和敏

13868-1857-9 3 284 芳悠土井 82.3 菊俊土井 佐用郡佐用町口長谷

       　 雌 26.08.02 きくよし 黒　2402102  谷美土井 船引　一良

13868-1869-2 5 245 丸宮土井 80.0 福広土井 佐用郡佐用町口金近

BBBAAA 原 去 26.09.10 きくみふく３ 黒　2329902  照長土井 田辺　裕基
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雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年5月13日

血　　統 損　　徴

13868-1871-5 2 217 福広土井 80.8 光照土井 佐用郡佐用町仁方

ABBBBB 去 26.10.08 たつもと 黒　2376701  安幸土井 孝橋　求

13868-1805-0 1 313 丸富土井 80.3 照忠土井 佐用郡佐用町金屋

       　 雌 26.07.04 にしてる 黒　2441462  菊俊土井 大西　功

13868-1889-0 2 261 芳山土井 79.8 福広土井 赤穂市鷆和

       　 去 26.08.25 ふくふね 黒　2423294  光照土井 後藤　清二

13868-1885-2 10 234 千代藤土井 79.8 幸豊土井 神崎郡市川町小畑

CCCBCA 　 去 26.09.21 なつよ 黒　2078075  第２安鶴土井 森本　慶子

13672-3892-1 4 228 福芳土井 80.5 菊俊土井 多可町八千代区中野間

ACACCB 　 去 26.09.27 きくひめ 黒　2380580  谷福土井 有田　覚

12461-1679-1 7 238 芳山土井 80.5 照長土井 神戸市西区神出町紫合

BAABAA 原 去 26.09.17 みやみつ３ 黒　2235988 幸豊土井 淵上　晋

13573-2850-2 3 255 芳山土井 80.1 菊西土井 小野市河合西町

       　 雌 26.08.31 たかよし２の１ 黒　2407212  菊俊土井 堀井　光仁

13900-1637-4 7 256 千代藤土井 81.4 照長土井 丹波市柏原町柏原

BACCBA 原 雌 26.08.30 たかひめ 黒原1380294  谷福土井 下山　一彦

13900-1602-2 13 266 芳山土井 81.2 第２安鶴土井 丹波市市島町北奥

BAABAA 原 雌 26.08.20 みやさつき 黒原1020685  菊照土井 大槻　英樹

13900-1621-3 4 242 丸宮土井 81.7 福芳土井 丹波市青垣町東芦田

ABAAAA 原 雌 26.09.13 こしず 黒原1497785  菊安土井 前田　貴雄

13900-1590-2 8 283 丸富土井 81.5 福芳土井 丹波市市島町下竹田

AABCBA 原 雌 26.08.03 おおたに 黒原1336565  菊照土井 須原　芳夫

13900-1597-1 5 285 芳山土井 83.4 照長土井 丹波市春日町棚原

AAACAA  原 雌 26.08.01 まりな 黒原1409632  菊俊土井 山本　智

13900-1586-5 11 268 芳山土井 81.1 鶴丸土井 丹波市柏原町下小倉

BAACAA 原 雌 26.08.18 きくふく 黒　2084751  菊安土井 上田　真吾

13900-1585-8 7 276 芳山土井 81.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 雌 26.08.10 みつふく７ 黒原1370033  照長土井 上田　真吾

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224



雌： 103 雄： 去： 157 合計 260
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血　　統 損　　徴

13900-1565-0 4 284 丸宮土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

BBAAAA 原 雌 26.08.02 ゆき 黒原1351936  谷福土井 松浪　一志

14973-6097-4 4 279 芳山土井 81.0 菊俊土井 篠山市黒田

AAACAA 原 雌 26.08.07 きくひめ 黒　2285317  菊原波 北山　清志

13722-4448-1 1 240 茂広波 79.3 照長土井 美方郡新温泉町海上

BCBCCC 去 26.09.15 てるかね 黒　2441440  越照波 尾崎　広貴

13722-4500-6 5 229 芳山土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA  原 去 26.09.26 はなぎく 黒原1444363  照波土井 山本　智明

13722-4642-3 14 233 芳山土井 82.2 照長土井 美方郡新温泉町丹土

BAACAA 原 去 26.09.22 たにひめ 黒原1045113  谷福土井 中井　雄次

13722-4656-0 2 231 芳山土井 78.7 照一土井 美方郡新温泉町井土

BAABAA  原 去 26.09.24 みやじん 黒　2423265  谷福土井 岸　俊之

13722-4354-5 8 240 丸富土井 81.0 照波土井 美方郡新温泉町諸寄

CACBAA 　 去 26.09.15 やすてるなみ　◆ 黒原1331300  第２安鶴土井 田中　充

13722-4430-6 5 275 丸富土井 80.7 福芳土井 香美町村岡区味取

AABCCA 原 去 26.08.11 よしふく 黒原1368928  菊照土井 阿瀬　稔

13722-4431-3 3 260 菊西土井 79.4 丸福土井 香美町村岡区味取

BABBAA  原 去 26.08.26 よしまる 黒　2391463  福芳土井 阿瀬　稔

13722-4492-4 11 265 丸富土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区丸味

CBCBCA 　 去 26.08.21 ひできく３ 黒原1271061 高育 菊照土井 森脇　雄一

13722-4230-2 4 298 丸富土井 79.7 菊俊土井 香美町村岡区和池

BACBAA 原 去 26.07.19 みゆきひめ５ 黒　2363004  谷福土井 西崎　武志

13722-4639-3 2 271 芳山土井 79.5 照忠土井 香美町村岡区萩山

       　 雌 26.08.15 たけてる 黒　2423258  菊俊土井 西村　忠一

13722-4292-0 7 295 丸富土井 80.8 第２照久土井 香美町村岡区熊波

CACBAA 原 雌 26.07.22 ふくよ８ 黒原1368925  幸福土井 井上　哲也

13722-4616-4 9 268 芳悠土井 81.1 菊伸土井 香美町村岡区境

AAABAA 原 雌 26.08.18 ふくこ 黒原1331197  照長土井 田中　一馬
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13722-4370-5 4 237 芳悠土井 81.2 菊俊土井 香美町村岡区境

ABABBA  原 雌 26.09.18 おまつ 黒原1501779  福芳土井 田中　一馬

13722-4196-1 6 282 芳山土井 81.0 鶴山土井 香美町小代区神水

BAABAA 原 雌 26.08.04 第２ふくみつ 黒原1368889  菊照土井 毛戸　誠

13722-4521-1 10 254 照忠土井 82.0 菊俊土井 美方郡新温泉町切畑

BAAAAC 　 雌 26.09.01 ひさつる２ 黒原1271159  谷福土井 倉田　広美

13722-4475-7 4 283 丸富土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町前

BACBBA  原 雌 26.08.03 さかえ５の１１ 黒原1482285  第２安鶴土井 中村　盛兆

13722-4989-9 3 239 芳山土井 80.0 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BAACAA  原 去 26.09.16 てるよ２ 黒原1542210  照長土井 岩花　玉男

13722-5078-9 8 277 丸富土井 81.4 福芳土井 養父市八鹿町高柳

AABCBA 原 去 26.08.09 ふくえ３の１ 黒原1331119  照菊波 但馬農高

14451-8508-6 11 258 芳悠土井 79.1 照長土井 養父市建屋

ABAABA  原 去 26.08.28 あつこ０２ 黒　2112393  菊伸土井 大封　健太

13748-3187-0 3 274 芳山土井 80.2 宮弘波 豊岡市目坂

AAACAA  原 去 26.08.12 てるみやひめ 黒原1542195 改 奥隼 谷口　正徳

13722-4799-4 2 236 丸宮土井 79.6 芳山土井 豊岡市但東町佐々木

BAAAAA  原 去 26.09.19 ながよし 黒　2431358  照長土井 西　幸信

13722-4814-4 7 228 芳山土井 81.3 菊俊土井 豊岡市宮井

AAACAA 原 去 26.09.27 よよ３ 黒原1384141  谷福土井 綿田　謙

08623-5498-3 1 235 芳悠土井 79.6 宮奥城 朝来市和田山町安井

BBBCBA  原 去 26.09.20 まつおく 黒　2442906  谷石土井 県北部農業技術センタ

08623-5496-9 6 237 菊西土井 80.1 菊宮土井 朝来市和田山町安井

AAABAB 　 去 26.09.18 きくすけ 黒原1423447  谷美土井 県北部農業技術センタ

08623-5494-5 3 239 茂広波 80.3 福芳土井 朝来市和田山町安井

ACACCB 去 26.09.16 よしみ２ 黒原1497623  照長土井 県北部農業技術センタ

08623-5491-4 2 261 照一土井 80.3 茂広波 朝来市和田山町安井

       　 雌 26.08.25 はなしげ 黒原1553230  福芳土井 県北部農業技術センタ
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13841-0697-5 3 266 照忠土井 80.0 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

       　 雌 26.08.20 きくみ 黒原1542201  福芳土井 中儀　吉郎

13722-4869-4 3 284 芳悠土井 80.2 福広土井 豊岡市日高町広井

AAABBA  原 雌 26.08.02 ふくみ 黒原1507990  谷美土井 水嶋　芳彦

13722-4927-1 10 258 照忠土井 81.6 菊伸土井 養父市大屋町蔵垣

BABAAA 原 雌 26.08.28 ゆうがお 黒原1271540  鶴山土井 上垣　勇吾

14445-6363-2 3 233 丸宮土井 80.7 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

BBABAA  原 去 26.09.22 まさとし 黒　2388899  谷福土井 小池　一博

13722-4749-9 1 282 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

14355-0572-6 6 230 福芳土井 79.3 福俊土井 小野市広渡町

ABACCA 原 去 26.09.25 きくよ 黒　2275894  菊俊土井 前田　勇雄

13868-1851-7 4 222 千代藤土井 81.0 鶴山土井 赤穂市木津

BACAAA  原 去 26.10.03 むつみ１ 黒　2329928  福俊土井 溝田　泰司

14348-6031-4 1 257 丸富土井 80.8 芳山土井 右こめかみ拳大白 篠山市郡家

       　 去 26.08.29 よしてる 黒　2431366 照一土井 その他 松浦　俊明
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