
雌： 125 雄： 去： 190 合計 315
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

13722-4778-9 4 267 宮弘波 82.5 丸富土井 豊岡市但東町河本

CBCCBA 原 去 27.01.20 まるしず 黒原1489175  谷福土井 森井　正彦

13722-4777-2 10 255 宮喜 82.0 照長土井 ＥＴ産子 豊岡市但東町河本

CBCABB 　 去 27.02.01 あゆこ 黒原1271470 改 谷本土井 森井　正彦

13542-5974-8 1 266 芳悠土井 82.2 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA  原 去 27.01.21 ふくみ 黒原1624570  福芳土井 村尾　賢一

13542-5979-3 1 253 芳悠土井 82.0 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA  原 去 27.02.03 ふくとみ 黒原1624571  福芳土井 村尾　賢一

13542-5578-8 8 255 芳悠土井 80.7 照菊波 美方郡新温泉町海上

ACACCA  原 去 27.02.01 なみにしき 黒原1368850  照長土井 植田　秀作

13636-1812-3 4 230 丸宮土井 84.2 福芳土井 丹波市春日町棚原

AAAAAA 原 去 27.02.26 みやふくよし 黒原1524555  照長土井 山本　浩

14628-0519-6 2 281 丸宮土井 80.8 芳山土井 小野市万勝寺町

BAAAAA  原 去 27.01.06 みやみつ２の５ 黒　2432156  谷福土井 宮下　俊子

14355-0555-9 1 268 丸宮土井 80.0 福芳土井 小野市長尾町

BBAAAA  原 去 27.01.19 おかみつ８ 黒　2446036  菊俊土井 岡田　勇治

11426-4174-8 3 266 照忠土井 78.6 丸宮土井 加古川市平岡町新在家

BAAAAA  原 去 27.01.21 ふじみ２ 黒　2398397  谷福土井 兵庫県立農業高等学校

13636-1783-6 6 269 丸富土井 79.2 福俊土井 丹波市青垣町東芦田

BBCBBA 原 去 27.01.18 かおり 黒　2299088  安幸土井 前田　貴雄

13636-1814-7 10 254 芳山土井 82.2 幸豊土井 丹波市春日町松森

BBABAA 原 去 27.02.02 あつみ 黒原1271220 改 照長土井 秋末　一男

13636-1822-2 2 236 芳悠土井 82.0 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

       　 去 27.02.20 みやこみや 黒原1592293  福芳土井 足立　尚之

13636-1799-7 1 275 千代藤土井 80.0 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

BABAAA  原 去 27.01.12 まいこ 黒原1610926  照長土井 上田　真吾

13636-1803-1 11 269 芳山土井 81.7 鶴丸土井 丹波市柏原町下小倉

BAACAA 原 去 27.01.18 やすまる 黒　2082358  菊照土井 上田　真吾

13636-1801-7 3 267 芳悠土井 80.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

ABACBA  原 去 27.01.20 てるとしの２ 黒原1559151  照俊土井 上田　真吾
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14973-6064-6 4 278 照忠土井 79.3 宮弘波 篠山市曽地奥

       　 去 27.01.09 ゆりあ 黒　2360073 光照土井 岡本　栄一

13542-6014-0 5 278 芳山土井 80.5 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA  原 去 27.01.09 きくかぜ１の２ 黒原1482270  福芳土井 中井　のり子

13542-6015-7 12 272 丸富土井 81.2 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BABCAA 原 去 27.01.15 あやみ 黒原1237414 高育 菊安土井 中井　豊枝

13542-5396-8 11 280 丸富土井 82.7 谷福土井 美方郡新温泉町塩山

CACCBA 　 去 27.01.07 ふくてる 黒原1206173  照長土井 山本　智明

13542-5306-7 4 242 芳悠土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町丹土

CBBBAA  原 去 27.02.14 まるてる 黒原1524456  照谷土井 県立但馬牧場公園

13722-4680-5 1 276 照忠土井 80.6 芳悠土井 香美町小代区秋岡

       　 去 27.01.11 みやひさ 黒原1624652  福芳土井 今井　正人

13542-5832-1 6 248 芳悠土井 80.4 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

BCBCCA 原 去 27.02.08 ふくむすめ１ 黒原1444287  福広土井 谷渕　侑生

13542-6084-3 2 241 芳悠土井 81.4 照一土井 香美町村岡区丸味

AAAAAA  原 去 27.02.15 こうふく１２ 黒原1592082 改 福芳土井 森脇　雄一

13542-6090-4 8 227 照忠土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAB 　 去 27.03.01 ひさてる 黒　2252584  茂美波 森脇　雄一

13542-5848-2 8 259 丸富土井 82.5 福芳土井 香美町村岡区丸味

BACCBA 原 去 27.01.28 きくつるみ８の１ 黒原1368947  照長土井 小林　操

13542-5652-5 13 263 丸富土井 81.7 第２鶴雪土井 香美町村岡区神坂

CCCABB 　 雌 27.01.24 ひめつる 黒　2078752  安幸土井 伊沢　美智世

13542-6525-1 9 286 丸富土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区境

BBCBBA 原 雌 27.01.01 てるこ３ 黒原1368935 改 幸豊土井 田中　一馬

13542-5759-1 7 276 丸富土井 81.0 照長土井 香美町小代区秋岡

CACBAA 原 雌 27.01.11 きしまつ 黒原1331219  谷福土井 吉岡　芳松

13424-0978-0 5 259 芳山土井 81.6 照也土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 雌 27.01.28 さくら 黒原1482290  福芳土井 大田　好雄

13542-5366-1 8 249 芳悠土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

BBABAA 原 雌 27.02.07 ちよひめ 黒原1368832  照長土井 西坂　嘉津美

13542-5332-6 1 246 芳山土井 80.5 丸富土井 美方郡新温泉町岸田

AAABAA  原 雌 27.02.10 かねまる 黒原1624590  鶴山土井 田中　孝広
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14434-0649-7 2 251 丸宮土井 80.5 福芳土井 宍粟市波賀町道谷

ABAAAA  原 去 27.02.05 みゆき３の３ 黒　2431381  菊俊土井 岸本　章弘

13542-6418-6 5 229 芳山土井 80.6 菊俊土井 豊岡市野上

AAACAA  原 去 27.02.27 きくやす２１ 黒原1489161 高育 谷福土井 西垣　富夫

13542-6304-2 17 253 芳山土井 81.0 照長土井 豊岡市清冷寺

AAACBB 　 去 27.02.03 まつなが 黒原1045175 改 奥麻 浅井　光澄

14451-8242-9 6 265 芳悠土井 80.5 菊晴土井 豊岡市引野

ABACBA 原 去 27.01.22 ゆきはる 黒原1449802  福芳土井 竹村　清志

13542-6315-8 4 257 丸宮土井 80.8 福芳土井 豊岡市中郷

ACAABA 原 去 27.01.30 もみじ 黒原1467504  鶴山土井 新田　義孝

13542-6737-8 4 269 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA 原 去 27.01.18 なかよし 黒原1528560  照長土井 高橋　大樹

13542-6735-4 2 280 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

ABAAAA  原 去 27.01.07 ふく３ 黒原1587516  照明土井 高橋　大樹

13542-6731-6 5 276 芳悠土井 79.3 菊宮土井 養父市大屋町若杉

ABACBA 原 去 27.01.11 つるみや 黒　2334677  鶴丸土井 高橋　副武

13722-5000-0 9 264 福芳土井 80.7 照長土井 養父市大屋町大屋市場

ABACCB 　 去 27.01.23 たまみ４ 黒原1331101 高 谷美土井 岩花　玉男

13542-6823-8 2 284 丸宮土井 81.6 福広土井 養父市森

BAAAAA  原 雌 27.01.03 ふさゆき 黒原1594195  照長土井 田村　正宏

13748-3528-1 6 274 芳山土井 81.6 菊俊土井 養父市建屋

AAACAA 原 雌 27.01.13 ふくはな 黒原1449832  照長土井 野中　稔

13823-6070-6 3 266 芳山土井 81.2 第２安鶴土井 たつの市御津町中島

AAACAB 原 雌 27.01.21 つるゆき 黒　2369458  菊照土井 吉田　和子

12539-2346-7 1 273 千代藤土井 80.2 丸宮土井 たつの市神岡町寄井

       　 雌 27.01.14 はいじ 黒　2446043  福芳土井 三村　公男

13833-1904-8 4 286 丸宮土井 82.4 菊俊土井 佐用郡佐用町福中

BBAAAA  原 雌 27.01.01 みやとし 黒　2396531 鶴山土井 吉田　朝雄

13833-1906-2 4 281 丸宮土井 81.1 福広土井 佐用郡佐用町平谷

AAABAA 原 去 27.01.06 みつえ 黒　2396530 谷福土井 安岡　林

13673-3901-7 9 272 丸宮土井 79.0 菊俊土井 顔拳大痣 多可町八千代区中野間

       　 去 27.01.15 としよ 黒　2196363  第２安鶴土井 その他 有田　覚
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14355-0602-0 4 294 千代藤土井 79.4 福芳土井 加西市大内町

AABBAA  原 去 26.12.24 かすみ 黒　2338245  菊俊土井 藤原　護

13636-1732-4 6 274 千代藤土井 81.1 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

AAABAA 原 雌 27.01.13 てるひめ１ 黒原1429663 改 照長土井 須原　芳夫

13636-1790-4 3 274 丸宮土井 82.0 福芳土井 丹波市柏原町石戸

BBABAA 原 雌 27.01.13 ふくまつ 黒原1488917  第２照久土井 徳田　順彦

13636-1798-0 7 274 千代藤土井 81.4 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CACBAA 原 雌 27.01.13 ごいちよ３ 黒原1369060  谷福土井 上田　真吾

13636-1808-6 4 274 丸宮土井 80.8 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

       　 雌 27.01.13 きそひめ６ 黒原1524487  福芳土井 上田　真吾

13636-1807-9 9 271 千代藤土井 80.8 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BACAAA 原 雌 27.01.16 やすひら 黒　2087614  安幸土井 上田　真吾

13636-1784-3 7 262 芳悠土井 80.1 北宮波 丹波市青垣町東芦田

ABBCBA 原 雌 27.01.25 きたきよつる 黒　2123481  第２安鶴土井 前田　貴雄

14973-6049-3 5 274 丸宮土井 81.5 福芳土井 篠山市今田町市原

AAAAAA 原 去 27.01.13 ふくまつ 黒　2347281 菊俊土井 古家後　康夫

13542-5451-4 11 246 芳山土井 82.0 照長土井 香美町村岡区神坂

AAACAA 原 去 27.02.10 てるこ 黒原1237416  安幸土井 小林　寿明

13542-5601-3 4 257 芳悠土井 80.4 照一土井 香美町村岡区熊波

BABAAA  原 去 27.01.30 てるしげ３ 黒原1524414  谷福土井 井上　哲也

13542-5737-9 9 241 福芳土井 81.6 菊安土井 香美町村岡区高津

ABACCC 　 去 27.02.15 きくよ 黒原1271086 改 谷福土井 田中　博文

13542-5743-0 10 275 丸富土井 82.0 照長土井 香美町小代区神場

CBCCCA 　 去 27.01.12 はつみ 黒原1271115  谷福土井 上治　秀正

13542-5799-7 1 272 丸富土井 80.3 芳悠土井 香美町小代区貫田

AABBAA  原 去 27.01.15 ふくひろ２ 黒原1624656  谷福土井 小林　義富

13542-5855-0 3 238 丸富土井 80.2 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

BACCAA  原 去 27.02.18 ひめゆき５ 黒原1559144  照長土井 中村　文吾

13542-5346-3 1 275 菊西土井 80.8 照忠土井 美方郡新温泉町多子

BABAAA  原 去 27.01.12 ひめ 黒原1592102  谷福土井 竹下　千江子

13542-5414-9 4 253 芳山土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA  原 去 27.02.03 ひさきく 黒原1524458  福芳土井 山本　美香恵
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13542-5867-3 8 254 芳山土井 80.4 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 27.02.02 えいこ２の１ 黒原1299746  菊安土井 村尾　千代美

13542-5978-6 11 254 照忠土井 82.4 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAB 　 去 27.02.02 たつふく 黒原1271185  安美土井 村尾　賢一

13542-5617-4 1 284 丸福土井 81.4 芳悠土井 美方郡新温泉町切畑

CACAAA  原 雌 27.01.03 かねひさ 黒原1624555  照一土井 倉田　拓磨

13424-0987-2 6 266 芳山土井 80.5 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA  原 雌 27.01.21 つるひろ 黒原1444386  菊安土井 田中　充

13542-5809-3 2 238 芳悠土井 83.7 照一土井 香美町小代区久須部

       　 雌 27.02.18 おふく 黒原1592093  福芳土井 福田　富夫

13542-5783-6 5 275 芳山土井 81.6 菊俊土井 香美町小代区東垣

AAACAA 原 雌 27.01.12 おふくひめ 黒原1444320  福芳土井 今井　正己

13542-5447-7 3 246 芳悠土井 81.7 福広土井 香美町香住区三谷

ABBBBA 原 雌 27.02.10 よしよ 黒原1482196  菊俊土井 清水　容和

13722-4571-6 3 261 芳山土井 79.8 照一土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 雌 27.01.26 ７０てるつる 黒　2413817 改 谷福土井 長瀬　五一

13542-5423-1 12 269 芳山土井 81.8 照長土井 香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 27.01.18 きくつるみ８ 黒原1237466 高 第２安鶴土井 対中　広芳

13542-5422-4 3 268 芳悠土井 81.1 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BBBBBA  原 雌 27.01.19 きくつるみ８の６ 黒原1559113  照長土井 対中　広芳

13937-6390-9 3 288 丸宮土井 80.8 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

BBABBA  原 雌 26.12.30 こふく 黒　2362269  菊道土井 小池　一博

13722-4881-6 9 288 芳山土井 81.4 菊伸土井 豊岡市城崎町飯谷

AAABAA 原 去 26.12.30 のぶひめ 黒原1271488 高育改 照長土井 北村　幸弘

13542-6412-4 1 266 芳山土井 81.1 照武土井 豊岡市野上

       　 去 27.01.21 まるたけ２５ 黒原1627762  丸福土井 西垣　富夫

13542-6652-4 3 246 芳悠土井 82.0 丸宮土井 豊岡市竹野町須野谷

ABABAA  原 去 27.02.10 ふくみや 黒原1561863 改 谷福土井 田中　寛

13722-4807-6 4 230 宮菊城 80.7 福芳土井 豊岡市宮井

AAABAA  原 去 27.02.26 わたふく 黒原1489164 改 鶴丸土井 綿田　謙

13542-6281-6 5 246 丸宮土井 80.8 福広土井 豊岡市目坂

BCAAAA 原 去 27.02.10 ひめこ１ 黒原1449796  照俊土井 谷口　正徳
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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

血　　統 損　　徴

13722-5033-8 5 262 芳悠土井 81.5 照豊土井 養父市養父市場

BBBCBA 原 去 27.01.25 おおてる 黒原1419312  谷福土井 吉村　英美

13542-6825-2 4 263 芳悠土井 82.6 丸宮土井 養父市森

AAABAA 原 去 27.01.24 ふくまる 黒原1528535  菊俊土井 田村　正宏

13542-6729-3 9 293 芳山土井 81.4 光照土井 養父市大屋町若杉

AAACAA 原 去 26.12.25 とのふく２ 黒原1331093  谷福土井 高橋　大樹

13542-6708-8 13 306 丸富土井 81.5 谷福土井 養父市大屋町若杉

BACCBA 原 雌 26.12.12 あつみ 黒原1087314  安幸土井 高橋　副武

13542-6742-2 5 278 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

ABAAAA 原 雌 27.01.09 ますふく 黒原1409482  第２安鶴土井 高橋　副武

13542-6313-4 8 269 丸宮土井 80.8 光照土井 豊岡市中郷

CBAAAA 原 雌 27.01.18 ももふく 黒原1368984 高育 第２鶴雪土井 新田　義孝

13542-6305-9 10 246 丸宮土井 81.4 菊俊土井 豊岡市清冷寺

CCBABB 　 雌 27.02.10 しげぎく 黒　2174571  安幸土井 浅井　光澄

13722-4721-5 3 260 福芳土井 80.3 丸福土井 豊岡市日高町知見

       　 雌 27.01.27 はなこ 黒原1542188  第２照久土井 山崎　豊志

13833-1915-4 2 275 芳山土井 81.3 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

       　 雌 27.01.12 やすみ４ 黒　2423289 菊俊土井 横坂共栄農場

14754-3400-0 3 292 芳悠土井 79.1 菊俊土井 相生市矢野町真広

BBABBA  原 雌 26.12.26 おおてる４ 黒　2376711  照長土井 坂本　修一

13823-6069-0 6 281 丸富土井 81.2 福広土井 たつの市御津町中島

BACBAA 原 去 27.01.06 さちこ 黒　2309212 菊安土井 吉田　和子

13673-3902-4 5 268 芳山土井 80.8 光照土井 多可町八千代区中野間

AAACAA  原 去 27.01.19 としみつ 黒　2343517  菊俊土井 有田　覚

13393-4772-9 2 271 丸宮土井 80.4 菊西土井 神戸市西区神出町

BBAAAA  原 去 27.01.16 にしよし 黒　2439201  福芳土井 池本　俊彦

14355-0584-9 3 277 照一土井 80.1 福芳土井 小野市広渡町

BABAAA  原 去 27.01.10 きよふく 黒　2402099  第２安鶴土井 前田　勇雄

14355-0556-6 2 256 芳山土井 80.0 丸宮土井 小野市長尾町

AAABAA  原 去 27.01.31 おかさかえ５ 黒　2423278  福俊土井 岡田　勇治

13469-4965-7 3 241 芳悠土井 81.3 丸宮土井 加古川市志方町横大路

ABAAAA  原 去 27.02.15 ちあき 黒　2398427  福芳土井 松岡　功
95

91

92

93

94

87

88

89

90

83

84

85

86

80

81

82



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

血　　統 損　　徴

13636-1806-2 1 266 丸宮土井 80.2 芳山土井 丹波市柏原町下小倉

BBAAAA  原 去 27.01.21 てるやま 黒原1592280  照菊波 上田　真吾

13636-1810-9 6 254 丸宮土井 82.3 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CBAAAA  原 去 27.02.02 あやなみ 黒原1409592  茂金波 上田　真吾

13636-1805-5 10 242 芳山土井 82.0 照菊波 丹波市柏原町下小倉

AAACBA 原 去 27.02.14 はまぎく 黒原1237296  谷福土井 上田　真吾

13636-1770-6 10 254 芳山土井 81.4 第１満金波 丹波市市島町下竹田

AAACCA 原 去 27.02.02 なみよ 黒原1271206  照長土井 須原　芳夫

13636-1823-9 2 239 芳山土井 83.6 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

AAABAA  原 雌 27.02.17 さくら 黒原1592292  福芳土井 足立　尚之

13636-1744-7 1 287 丸宮土井 81.3 福芳土井 丹波市青垣町東芦田

ABAAAA  原 雌 26.12.31 ゆみこ３ 黒原1624673  北宮波 前田　貴雄

13542-5577-1 10 262 芳山土井 82.1 鶴山土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 去 27.01.25 つつじ 黒　2174554 高育改 照長土井 植田　秀作

13542-6021-8 10 245 芳悠土井 85.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

ABBABA 原 去 27.02.11 てるやす 黒原1299742 高育 照長土井 中井　豊枝

13542-5397-5 9 255 芳悠土井 82.5 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

CBCAAA 原 去 27.02.01 ともはる 黒原1271172  照長土井 山本　智明

13542-5302-9 6 253 芳悠土井 82.0 福広土井 美方郡新温泉町高山

AABCBA 原 去 27.02.03 ゆきこ 黒原1444346  谷福土井 西村　英明

13424-0979-7 6 254 照忠土井 81.6 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAAAAA 原 去 27.02.02 おおみぞ３ 黒原1444385  照長土井 大田　好雄

11549-3938-3 4 267 照忠土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町戸田

AAABAA  原 去 27.01.20 やすあき３ 黒原1524481  菊俊土井 井上　三千男

13542-5744-7 1 262 菊西土井 82.2 丸富土井 香美町小代区神場

AABBAA  原 去 27.01.25 とみこ 黒原1624649  福芳土井 上治　秀正

13542-5513-9 4 263 芳悠土井 80.3 菊俊土井 香美町香住区丹生地

BBBCBA 原 去 27.01.24 いずみ２ 黒原1482198  照長土井 今西　修輔

13542-5597-9 1 271 丸富土井 80.8 芳悠土井 香美町村岡区熊波

BBCBBA  原 去 27.01.16 みやてる１０ 黒原1624642  照長土井 井上　哲也

13542-5599-3 3 267 丸福土井 85.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

CBCBAA 去 27.01.20 はなふく 黒原1559082  照長土井 井上　哲也
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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

血　　統 損　　徴

13542-5843-7 9 279 芳山土井 81.6 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 雌 27.01.08 ゆきひめ６ 黒原1331200 高育 照長土井 小林　操

13542-5643-3 4 284 丸富土井 81.5 福広土井 香美町村岡区丸味

AACCBA 原 雌 27.01.03 あい３ 黒原1482241  照長土井 森脇　薫明

13542-5650-1 12 272 芳山土井 81.7 鶴丸土井 香美町村岡区丸味

BAACBA 原 雌 27.01.15 みゆき３ 黒原1237468 高 谷福土井 森脇　雄一

13542-5774-4 7 254 芳悠土井 84.7 福広土井 香美町小代区東垣

ABBBCA 原 雌 27.02.02 みやよしひろ 黒原1404903  照長土井 中村　まゆみ

13722-4519-8 2 268 丸富土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AABCBA  原 雌 27.01.19 こゆき 黒原1573929  照一土井 中村　文吾

13542-5852-9 4 265 丸富土井 80.3 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

ABCCCA 原 雌 27.01.22 さちこ 黒原1524484  照長土井 中村　文吾

13542-5526-9 13 233 福芳土井 80.8 谷福土井 美方郡新温泉町春来

ABACCB 原 雌 27.02.23 なかかね 黒原1206160 高 菊照土井 福井　清溢

13542-5975-5 1 262 芳山土井 81.3 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA  原 雌 27.01.25 たつふく２ 黒原1624569  福芳土井 村尾　賢一

14434-0644-2 5 284 丸宮土井 80.4 菊宮土井 宍粟市波賀町道谷

CBAAAA 原 雌 27.01.03 ゆきみ 黒　2329917  安幸土井 岸本　章弘

14122-0605-9 8 301 丸富土井 80.0 照長土井 宍粟市波賀町斉木

CACBAA 原 雌 26.12.17 きくみ３ 黒　2084741  菊安土井 舟積　一雄

13722-4884-7 5 266 芳悠土井 82.7 菊俊土井 豊岡市城崎町飯谷

AAACAA 原 去 27.01.21 ふくひめ６ 黒原1489165  照長土井 北村　幸弘

13542-6280-9 7 249 丸宮土井 81.2 菊俊土井 豊岡市目坂

BAAAAA 原 去 27.02.07 よしたけ３ 黒原1368992 改 谷福土井 谷口　正夫

13542-6417-9 1 236 芳悠土井 80.5 照一土井 豊岡市野上

       　 去 27.02.20 てるいち２５ 黒　2454111  福広土井 西垣　富夫

13542-6653-1 3 238 丸宮土井 82.0 宮奥城 豊岡市竹野町須野谷

CBBAAA  原 去 27.02.18 きくみや 黒原1561862 改 谷美土井 田中　寛

13722-5044-4 8 248 芳悠土井 81.2 福芳土井 養父市養父市場

AAAAAA 原 去 27.02.08 むらしげ 黒原1299769 高育 照長土井 吉村　英之

13722-4939-4 11 244 芳山土井 82.6 菊伸土井 養父市大屋町蔵垣

BAABAB 　 去 27.02.12 きぬこ 黒原1239782 改 安幸土井 上垣　耕作
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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

血　　統 損　　徴

13542-6743-9 13 268 芳悠土井 82.0 第２鶴雪土井 養父市大屋町若杉

CCBABA 原 去 27.01.19 まさゆきひめ 黒原1206141 高 幸豊土井 高橋　副武

13542-6741-5 4 268 芳悠土井 81.8 福広土井 養父市大屋町若杉

BBBBBA  原 去 27.01.19 あめゆき 黒原1528548  幸豊土井 高橋　大樹

13542-6748-4 1 270 芳悠土井 80.7 照一土井 養父市大屋町若杉

       　 雌 27.01.17 ふくつつじ 黒原1627798  丸富土井 高橋　副武

14451-8367-9 3 269 千代藤土井 80.6 福芳土井 養父市大屋町宮本

AABAAA 原 雌 27.01.18 きくふくよし 黒原1508012  菊俊土井 寺尾　稔

13722-5004-8 3 251 丸宮土井 80.5 北宮波 養父市大屋町大屋市場

BBAAAA  原 雌 27.02.05 よしき 黒原1542209  菊安土井 岩花　希

13542-7216-7 1 253 芳悠土井 80.5 丸宮土井 朝来市和田山町岡

ABAAAA  原 雌 27.02.03 まるふく 黒原1627810  福芳土井 森下　清司

12539-2344-3 7 276 照忠土井 80.4 福芳土井 たつの市神岡町寄井

AABAAA 原 去 27.01.11 みやかおり４ 黒　2226839 高 照長土井 三村　公男

13708-1792-2 9 290 照一土井 82.3 第２鶴雪土井 佐用郡佐用町口長谷

CCCBBB 　 雌 26.12.28 つるゆき 黒　2123449  幸豊土井 竹田　瞳

13833-1911-6 7 293 丸宮土井 81.6 菊俊土井 佐用郡佐用町豊福

CBAAAA 原 雌 26.12.25 むらさめ 黒　2253566  谷福土井 松本　義和

13673-3903-1 3 265 丸宮土井 80.8 福芳土井 多可町八千代区中野間

ABAAAA  原 雌 27.01.22 よしこ 黒　2397823  菊俊土井 有田　覚

14447-3309-7 6 262 丸宮土井 81.0 福芳土井 小野市昭和町

BBBAAA 原 雌 27.01.25 ふなてる 黒　2256508  鶴山土井 藤本　幹泰

13636-1772-0 10 252 芳悠土井 81.5 照長土井 丹波市市島町下竹田

BABAAA 原 去 27.02.04 まさひめ２ 黒原1300045  谷福土井 須原　芳夫

13636-1791-1 8 274 芳悠土井 80.3 照長土井 丹波市氷上町油利

CBCBBA 原 去 27.01.13 あけぼの２ 黒原1351938  第２安鶴土井 山本　定夫

13636-1794-2 1 275 丸宮土井 81.6 福芳土井 丹波市柏原町柏原

ABAAAA  原 去 27.01.12 あきこ 黒原1624692  照菊波 下山　一彦

13636-1800-0 3 270 芳悠土井 80.6 鶴神土井 丹波市柏原町下小倉

BBBAAA  原 雌 27.01.17 さちつる 黒原1559149  菊俊土井 上田　真吾

13636-1802-4 5 266 丸宮土井 81.1 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CBAAAA 原 雌 27.01.21 はつふく 黒原1482294  菊安土井 上田　真吾
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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

血　　統 損　　徴

13636-1809-3 4 261 千代藤土井 80.4 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

       　 雌 27.01.26 しげかつよ 黒原1524486  照一土井 上田　真吾

14973-6083-7 2 246 丸宮土井 78.8 照一土井 篠山市曽地奥

CBBAAA  原 雌 27.02.10 あせむ 黒　2442901 照長土井 岡本　栄一

13542-5712-6 3 276 芳山土井 80.0 丸福土井 香美町村岡区萩山

CAABAA 原 去 27.01.11 てるふく 黒原1524385 改 照長土井 西村　忠一

13542-5734-8 13 242 芳山土井 81.3 照長土井 香美町村岡区川会

AAACBA 原 去 27.02.14 たにきそひめ６ 黒原1206135 高育 谷福土井 谷　俊一

13542-6523-7 7 310 芳山土井 80.6 菊俊土井 香美町村岡区境

BAACAA 原 去 26.12.08 よしひさ０７ 黒原1404893  谷福土井 田中　一馬

13542-6524-4 9 297 芳山土井 80.2 菊俊土井 香美町村岡区境

BAACBA 原 去 26.12.21 ひなこ 黒原1331195  菊照土井 田中　一馬

13542-5787-4 6 250 芳悠土井 84.0 福広土井 香美町小代区東垣

ABBBCA 原 去 27.02.06 おおみぞ２ 黒原1404902  福芳土井 今井　正己

13424-0991-9 3 231 照村土井 79.1 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AABAAC 去 27.02.25 ふくちよ２ 黒　2413828  安千代土井 田中　充

13542-5365-4 5 249 芳山土井 81.5 菊西土井 美方郡新温泉町丹土

AAACAA  原 去 27.02.07 ななひめ５の３２ 黒原1482259  福芳土井 西坂　嘉津美

13542-5406-4 2 272 芳山土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町塩山

BAABAA  原 去 27.01.15 ひでまる 黒原1559122  照長土井 山本　郁夫

13542-5415-6 2 231 芳悠土井 80.0 照一土井 美方郡新温泉町塩山

AAABAA  原 去 27.02.25 ひさよしまる 黒原1605627  鶴丸土井 山本　美香恵

13542-6017-1 6 266 芳悠土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

ABABAA 原 去 27.01.21 かね１の２ 黒原1444396  福芳土井 中井　勝

13542-6018-8 8 265 丸富土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BABCAA 原 去 27.01.22 みつふく３ 黒　2209112  照菊波 中井　豊枝

13542-5333-3 1 244 芳悠土井 80.7 照也土井 美方郡新温泉町岸田

AABBAA  原 雌 27.02.12 こすぎ３の４ 黒原1624591  福芳土井 田中　孝広

13542-5385-2 5 234 芳山土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 雌 27.02.22 つるあきの１ 黒原1444359  福芳土井 山本　隆章

13542-5815-4 8 259 芳悠土井 82.5 照長土井 香美町小代区神水

BBBAAA 原 雌 27.01.28 まつてる２ 黒原1331234 改 菊照土井 藤原　吉子
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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

血　　統 損　　徴

13542-5798-0 11 282 芳山土井 82.0 照長土井 香美町小代区貫田

BAABAA 原 雌 27.01.05 ふじきく 黒原1237346  菊安土井 小林　義富

13542-5642-6 12 272 芳悠土井 81.5 菊安土井 香美町村岡区丸味

ABACCA 原 雌 27.01.15 たかつる２ 黒原1237473 高 菊照土井 森脇　雄一

13542-5649-5 1 265 照忠土井 80.1 芳山土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 雌 27.01.22 たかとみ３ 黒原1624636  丸富土井 森脇　雄一

13542-6092-8 2 256 丸富土井 80.3 福芳土井 香美町村岡区丸味

       　 雌 27.01.31 はつみ２ 黒原1592078  菊俊土井 森脇　雄一

13542-5424-8 4 270 丸富土井 81.6 福芳土井 香美町村岡区丸味

AACBAA 原 雌 27.01.17 きくつるみ３の９ 黒原1524395  照長土井 対中　広芳

13542-5653-2 7 257 芳山土井 81.5 福広土井 香美町村岡区神坂

BAABAA 原 雌 27.01.30 かずひろ 黒原1404854  照長土井 伊沢　栄一

14434-0657-2 5 268 芳山土井 80.1 鶴山土井 宍粟市一宮町上岸田

BBABAB 　 去 27.01.19 しげやま 黒原1467544  菊照土井 大封アグリ　一宮牧場

14451-8614-4 9 297 芳山土井 81.5 照長土井 朝来市神子畑

AAACAA 原 去 26.12.21 もえ 黒原1282627  谷福土井 仙賀　隆文

13542-7214-3 3 262 福芳土井 81.0 丸福土井 朝来市伊由市場

BBACBA  原 去 27.01.25 さかえ５８２ 黒　2402129  福芳土井 椿野　勝三

14531-0253-2 7 262 芳悠土井 78.7 菊波土井 豊岡市出石町伊豆

ABABBA 原 去 27.01.25 おりひめ 黒　2275893  谷福土井 狩野　茂樹

13722-5092-5 2 271 芳山土井 80.0 丸福土井 養父市八鹿町高柳

BAACAA  原 去 27.01.16 みゆきまる 黒原1594217  照菊波 但馬農高

14451-8368-6 4 242 丸宮土井 80.4 福芳土井 養父市大屋町宮本

BBAAAA  原 去 27.02.14 いちふく２の１ 黒原1489226  第２鶴雪土井 寺尾　智也

13722-5002-4 3 264 丸宮土井 80.5 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BBABAA  原 去 27.01.23 みつとし 黒原1561885  福芳土井 岩花　希

13542-6739-2 3 266 丸宮土井 82.6 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA  原 去 27.01.21 のりよし 黒原1528559 改 照長土井 高橋　大樹

13542-6747-7 9 260 丸宮土井 81.5 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 27.01.27 のどか 黒原1331094 改 照長土井 高橋　副武

13542-6754-5 4 267 福芳土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町若杉

ABACCB 原 雌 27.01.20 あまみ 黒原1489245  谷美土井 高橋　副武
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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

血　　統 損　　徴

13722-4937-0 6 246 芳山土井 81.2 菊宮土井 養父市大屋町蔵垣

AAACAB 原 雌 27.02.10 くらぞう 黒　2294610  北宮波 上垣　勇吾

13722-5034-5 1 262 丸宮土井 83.6 芳悠土井 養父市養父市場

       　 雌 27.01.25 てるひかり 黒　2454114  菊俊土井 吉村　英之

13542-7212-9 7 286 芳悠土井 80.5 菊波土井 朝来市山東町西谷

ACABBA 原 雌 27.01.01 みさき 黒　2252568  安幸土井 足立　喜美子

08623-5521-8 2 268 丸市土井 79.7 照美土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.01.19 ひさみ 黒　2433976  豊松土井 県北部農業技術センタ

14754-3396-6 3 304 芳悠土井 79.8 丸富土井 相生市矢野町真広

AAABAA  原 去 26.12.14 ときこ 黒　2402146  菊安土井 坂本　修一

13708-1765-6 5 257 丸富土井 80.0 福芳土井 宍粟市山崎町葛根

ABBCBA 原 去 27.01.30 さと 黒　2329935  照長土井 吉岡　慎治

13833-1916-1 4 264 芳悠土井 78.0 照長土井 佐用郡佐用町横坂

CBCAAA 原 去 27.01.23 もりかず１ 黒　2369441  幸豊土井 横坂共栄農場

14355-0557-3 6 238 芳山土井 79.2 菊宮土井 小野市長尾町

AAABAA 原 去 27.02.18 おかあいこ２ 黒　2319441  福芳土井 岡田　勇治

14628-0518-9 4 284 千代藤土井 81.3 福芳土井 小野市万勝寺町

AABCBA  原 去 27.01.03 よしみ 黒　2362249  照長土井 宮下　俊子

11426-4183-0 1 278 丸宮土井 80.8 茂広波 加古川市平岡町新在家

ACABBA  原 去 27.01.09 てるみやつるの６ 黒　2452226  福芳土井 兵庫県立農業高等学校

13636-1769-0 10 271 芳山土井 81.4 鶴長土井 丹波市春日町野上野

AAACAA 原 雌 27.01.16 こなつ 黒　2078749  谷福土井 山本　昇治

13636-1728-7 1 289 丸宮土井 82.0 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

       　 雌 26.12.29 ふくひさ 黒　2452202  福芳土井 上田　真吾

13636-1834-5 5 250 照忠土井 81.6 福芳土井 丹波市山南町北和田

AAACAA 原 去 27.02.06 さつき３の３ 黒原1449561  菊安土井 松浪　三千美

13636-1796-6 11 264 芳悠土井 81.6 照長土井 丹波市春日町鹿場

ABCBCA 原 去 27.01.23 はつよ 黒原1237333  谷福土井 井上　良英

13636-1795-9 6 255 丸宮土井 81.7 福広土井 丹波市柏原町柏原

BBBAAA  原 去 27.02.01 はるな 黒原1429654  照長土井 下山　一彦

13636-1789-8 4 277 千代藤土井 81.7 照一土井 丹波市柏原町石戸

AACAAA 原 去 27.01.10 おおふく 黒原1488918  福芳土井 徳田　順彦
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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

血　　統 損　　徴

13542-5871-0 12 245 芳山土井 81.7 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BBABAA 原 去 27.02.11 ふくつるなが 黒原1170070  安幸土井 村尾　千代美

13542-5398-2 8 254 芳山土井 82.4 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAACBA 原 去 27.02.02 ひらえ 黒原1368839 高 幸豊土井 山本　智明

13542-5419-4 13 265 芳悠土井 81.6 鶴山土井 美方郡新温泉町塩山

ABBABA 原 去 27.01.22 みちふく 黒原1170099  菊安土井 野田　武夫

13542-5321-0 6 262 芳山土井 81.2 照一土井 美方郡新温泉町中辻

BAACAA 原 去 27.01.25 まりな３の２ 黒原1444355  菊俊土井 高美　治

13542-5618-1 2 254 芳山土井 81.2 照忠土井 美方郡新温泉町切畑

AAABAA  原 去 27.02.02 つるひめ３ 黒原1592101  福芳土井 倉田　拓磨

11549-3937-6 13 295 芳悠土井 80.5 照長土井 美方郡新温泉町古市

BBBAAA 原 去 26.12.23 さより２ 黒原1170134  谷村土井 石原　寿

13542-5795-9 4 262 福芳土井 81.0 照一土井 香美町小代区佐坊

AAABBB 　 去 27.01.25 もといち 黒原1501791  第２安鶴土井 本上　純也

13542-6527-5 2 275 丸富土井 80.2 芳山土井 香美町村岡区境

AABCAA  原 去 27.01.12 たかね１ 黒原1592063 改 照長土井 田中　一馬

13542-6526-8 7 268 照忠土井 81.0 福広土井 香美町村岡区境

AABAAA 原 去 27.01.19 しげひろ 黒原1368938  照長土井 田中　一馬

13542-5851-2 9 244 照忠土井 82.1 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAB 　 去 27.02.12 きくつるみ８ 黒原1331201 高 照長土井 小林　操

13542-5721-8 10 224 芳山土井 81.1 照丸土井 香美町村岡区中大谷

BAACAA 原 雌 27.03.04 ゆきてる 黒原1237420  幸豊土井 藤岡　義久

13542-5595-5 4 293 丸富土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区熊波

AABCBA 原 雌 26.12.25 おふく１の２ 黒原1501769  菊俊土井 井上　哲也

13542-5594-8 1 292 照忠土井 80.4 丸富土井 香美町村岡区熊波

       　 雌 26.12.26 はなふくまる 黒原1624641  福芳土井 井上　哲也

13542-5765-2 5 275 芳悠土井 81.7 菊俊土井 香美町小代区秋岡

ABACBA  原 雌 27.01.12 やえうめ 黒原1482210 高 谷福土井 今井　正人

13542-5813-0 3 270 照忠土井 81.2 菊西土井 香美町小代区神水

BABAAA  原 雌 27.01.17 にしおおみぞ 黒原1524434  谷福土井 毛戸　誠

13424-0983-4 2 251 芳山土井 82.1 照一土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA  原 雌 27.02.05 はつね 黒原1592136  福芳土井 大田　好雄
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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

血　　統 損　　徴

13542-5976-2 2 260 丸富土井 81.6 照一土井 美方郡新温泉町飯野

       　 雌 27.01.27 つづみ 黒原1592110  福芳土井 村尾　賢一

13542-5580-1 2 239 芳山土井 83.7 照一土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA  原 雌 27.02.17 よしふく 黒原1592120  照長土井 植田　秀作

13937-6391-6 4 272 照忠土井 80.3 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

BAAAAA 原 雌 27.01.15 かおる 黒　2376692  照長土井 小池　一博

14451-8617-5 8 274 丸宮土井 81.7 菊俊土井 朝来市神子畑

ABACBA 原 去 27.01.13 とみぎく 黒原1331127 高改 北宮波 仙賀　隆文

13722-4710-9 15 267 芳悠土井 81.5 菊照土井 豊岡市但東町高竜寺

BBABBA 原 去 27.01.20 てるたか 黒原1045339 高育 安幸土井 小牧　成基

14451-8243-6 6 256 丸宮土井 79.8 福芳土井 豊岡市引野

BBAABA 原 去 27.01.31 なおこ 黒　2334673 改 第２安鶴土井 竹村　清志

13542-6316-5 6 248 芳山土井 80.8 福広土井 豊岡市中郷

AAACAA 原 去 27.02.08 あやめ 黒原1449797  菊安土井 新田　顕雄

13542-6827-6 6 253 芳山土井 81.5 照一土井 養父市森

AAABAA 原 去 27.02.03 まきいち 黒原1467531  福芳土井 田村　正宏

13722-5003-1 3 262 芳悠土井 78.1 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

       　 去 27.01.25 ふくみや 黒　2402127  菊俊土井 岩花　希

13542-6745-3 9 253 芳悠土井 81.8 照長土井 養父市大屋町若杉

BBBAAA 原 去 27.02.03 たにてる 黒原1299815  第２安鶴土井 高橋　副武

13542-6755-2 3 250 菊西土井 80.5 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AABBAA  原 去 27.02.06 まんげつふく１ 黒原1561898  福芳土井 高橋　副武

13542-6763-7 12 241 福芳土井 81.4 鶴丸土井 養父市大屋町若杉

AAABAA 原 去 27.02.15 しおり 黒原1129063 改 菊道土井 高橋　本明

13722-4938-7 5 244 千代藤土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

AACAAA 原 雌 27.02.12 みなぎく 黒原1467540  照長土井 上垣　勇吾

13542-7215-0 3 251 芳悠土井 81.8 福芳土井 朝来市伊由市場

       　 雌 27.02.05 ふくみふく 黒原1561902  菊俊土井 椿野　勝三

13722-5226-4 2 262 芳悠土井 79.2 照忠土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA  原 雌 27.01.25 みどり１２ 黒　2435138  第２鶴雪土井 宮田　貴身仁

14754-3398-0 3 302 芳悠土井 79.7 丸福土井 相生市矢野町真広

BBBBAA  原 去 26.12.16 わかば４ 黒　2386900  福芳土井 坂本　修一
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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

血　　統 損　　徴

13833-1953-6 4 268 丸宮土井 80.2 菊俊土井 神崎郡神河町猪篠

CCAABA 　 去 27.01.19 あすか３ 黒　2388905  照菊波 藤原　孝作

13833-1907-9 6 296 芳悠土井 81.1 菊俊土井 佐用郡佐用町櫛田

ABABBA 原 雌 26.12.22 にしふく６ 黒原1444395  福芳土井 竹内　隆

14006-0003-6 1 294 芳山土井 80.0 菊西土井 加東市吉馬

AAACAA  原 雌 26.12.24 ふく 黒　2446061  福芳土井 戸田　稔

13393-4771-2 2 271 丸富土井 80.4 照一土井 神戸市西区神出町

       　 雌 27.01.16 いちきく 黒　2439203  菊俊土井 池本　俊彦

14447-3310-3 2 255 芳悠土井 80.6 丸富土井 小野市昭和町

AABABA  原 雌 27.02.01 ふなとみ 黒　2428233  福芳土井 藤本　幹泰

13636-1787-4 8 255 丸宮土井 82.0 鶴山土井 丹波市氷上町小谷

AAAAAA 原 去 27.02.01 ぎん２ 黒原1319556  谷美土井 細見　忠和

13636-1830-7 2 251 丸宮土井 81.1 菊俊土井 丹波市青垣町田井縄

BBAAAA  原 去 27.02.05 ふくとし 黒原1592291  照長土井 足立　美佐子

13522-7175-9 3 255 丸宮土井 78.1 福芳土井 丹波市市島町乙河内

AAAAAA 原 去 27.02.01 あまね 黒　2368096  菊俊土井 荻野　浩

13636-1880-2 4 214 芳悠土井 81.3 丸福土井 丹波市山南町北和田

       　 雌 27.03.14 みずか 黒原1524528  菊俊土井 田中　憲蔵

13636-1792-8 9 264 芳山土井 80.1 菊俊土井 丹波市柏原町石戸

BAACBA 原 雌 27.01.23 きよちよ２ 黒原1271198  菊照土井 徳田　順彦

14973-6075-2 3 274 芳山土井 79.0 丸富土井 篠山市今田町市原

       　 去 27.01.13 みなみ 黒　2380527 宮照波 古家後　康夫

13542-5536-8 3 254 芳悠土井 79.0 菊俊土井 香美町村岡区和池

ABACBA  原 去 27.02.02 あきふく２ 黒　2402073  福芳土井 西崎　武志

13542-5425-5 9 268 芳山土井 81.4 照長土井 香美町村岡区丸味

AABBAA 原 去 27.01.19 きくふく１１ 黒原1271110  菊照土井 対中　広芳

13542-5648-8 5 265 丸富土井 81.4 福広土井 香美町村岡区丸味

AACCBA 原 去 27.01.22 はちふく 黒原1444335  鶴丸土井 森脇　雄一

13542-6095-9 1 262 丸富土井 80.4 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABCBA  原 去 27.01.25 はるか５ 黒原1624631  鶴山土井 森脇　雄一

13542-6093-5 6 259 芳悠土井 81.4 福広土井 香美町村岡区丸味

BBBABA  原 去 27.01.28 みぞふく５ 黒原1444338  照長土井 森脇　雄一
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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

血　　統 損　　徴

13542-5746-1 4 240 福芳土井 81.1 丸福土井 香美町小代区神場

BBACBA 原 去 27.02.16 ゆきふく１ 黒原1524436  谷福土井 上治　秀正

13542-5772-0 6 282 丸富土井 80.8 福広土井 香美町小代区東垣

BACCCA 原 去 27.01.05 なかたにひめ 黒原1423397  菊照土井 中村　健治

11549-3944-4 4 244 芳悠土井 81.2 丸福土井 美方郡新温泉町諸寄

       　 去 27.02.12 おふく１３の３ 黒原1524503  福芳土井 田中　稔

13542-5347-0 6 253 丸富土井 80.7 照豊土井 美方郡新温泉町多子

CACBAA 　 去 27.02.03 てるみや 黒原1404914  菊安土井 竹下　与輔

13542-5322-7 1 255 芳山土井 80.0 照一土井 美方郡新温泉町中辻

       　 去 27.02.01 さゆり 黒原1624562  福広土井 高美　治

13542-5869-7 5 245 芳悠土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 去 27.02.11 さちふく５の４ 黒原1404906 高育 照長土井 村尾　千代美

13542-5388-3 8 255 福芳土井 80.4 第２照久土井 美方郡新温泉町海上

ABACCA 原 去 27.02.01 ふくはる２ 黒原1368848 高育 照長土井 安田　義幸

13542-5311-1 16 274 丸富土井 81.0 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BACCBA 原 雌 27.01.13 あきかぜ 黒原1045134 高育 安谷土井 中井　丈文

13542-5562-7 3 250 芳悠土井 83.2 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

ABACBA  原 雌 27.02.06 みやふく２ 黒原1559103  福芳土井 田中　房夫

13542-5856-7 4 231 芳山土井 81.2 丸福土井 美方郡新温泉町久斗山

CAABAA  原 雌 27.02.25 つるみの５ 黒原1524488  照長土井 中村　文吾

13542-5816-1 1 257 芳山土井 82.1 丸富土井 香美町小代区神水

AAACAA  原 雌 27.01.30 ふくこ２５ 黒原1624658  福芳土井 藤原　吉子

13542-5785-0 2 253 照忠土井 83.1 芳山土井 香美町小代区東垣

       　 雌 27.02.03 おじろひめ１ 黒原1592092  丸富土井 今井　正己

13542-5730-0 11 252 芳山土井 81.0 照俊土井 香美町村岡区川会

AAACAA 原 雌 27.02.04 てるとし 黒原1271083  越照波 谷　祥一

13722-4568-6 2 274 丸富土井 80.0 芳山土井 香美町村岡区丸味

BABBAA  原 雌 27.01.13 ７５みつやま 黒原1574001  照一土井 長瀬　久美子

13542-5847-5 6 276 丸富土井 81.7 福芳土井 香美町村岡区丸味

BACBBA 原 雌 27.01.11 みつふく 黒原1444341  照長土井 小林　智子

13542-5603-7 4 258 照和土井 82.0 丸富土井 香美町村岡区熊波

       原 雌 27.01.29 ふくまる 黒原1524410  福芳土井 井上　哲也
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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

血　　統 損　　徴

14434-0647-3 10 255 芳悠土井 82.5 照長土井 宍粟市波賀町道谷

BABCBA 原 雌 27.02.01 たつふみ１ 黒　2123448  谷福土井 岸本　章弘

14451-8618-2 5 273 丸宮土井 81.7 菊俊土井 朝来市神子畑

CBBAAA 　 去 27.01.14 とも 黒原1467548  谷福土井 仙賀　隆文

13722-5197-7 1 278 照和土井 79.2 千代藤土井 朝来市和田山町土田

       　 去 27.01.09 ふゆちよ 黒　2454117  照美土井 川見　和秀

13542-7213-6 12 284 芳山土井 82.0 照菊波 朝来市山東町迫間

AAACBB 　 去 27.01.03 しずこ４ 黒原1209487  菊安土井 浦野　武由

08623-5507-2 1 281 照海土井 80.4 丸宮土井 朝来市和田山町安井

去 27.01.06 まるもり 黒原1608711  北宮波 県北部農業技術センタ

08623-5517-1 2 271 照海土井 79.7 丸宮土井 朝来市和田山町安井

去 27.01.16 きたおくまる 黒　2433977  北奥照 県北部農業技術センタ

08623-5525-6 2 264 照海土井 80.5 丸宮土井 朝来市和田山町安井

       原 去 27.01.23 はやまる 黒原1592307  照明土井 県北部農業技術センタ

13542-6852-8 6 246 丸宮土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

ABABAA 原 去 27.02.10 たまの 黒原1449837  照長土井 岩花　玉男

13542-6829-0 13 231 芳山土井 81.7 鶴山土井 養父市森

ABACBB 　 去 27.02.25 ゆきひで 黒　2082370 改 安幸土井 田村　正宏

13722-4940-0 1 229 芳悠土井 81.0 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

       　 去 27.02.27 あいまるこ 黒原1627787  宮弘波 上垣　勇吾

13542-6307-3 8 243 芳悠土井 82.2 光照土井 豊岡市清冷寺

AABAAA 原 雌 27.02.13 よしみ 黒原1368986 高育 谷美土井 浅井　光澄

13542-6314-1 8 262 丸宮土井 81.3 谷石土井 豊岡市中郷

BBAAAB 原 雌 27.01.25 はやみ 黒原1368983 改 谷福土井 新田　義孝

14451-8246-7 7 259 芳山土井 80.3 照俊土井 豊岡市引野

AAABAB 原 雌 27.01.28 ますてるこ 黒　2294590  安幸土井 竹村　清志

14451-8188-0 11 272 芳悠土井 82.2 鶴丸土井 豊岡市出石町暮坂

CBBBBA 原 雌 27.01.15 しのぶ 黒原1249384  菊照土井 旗谷　仁志

13722-4712-3 3 254 丸富土井 82.1 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

AABCBA 原 雌 27.02.02 はるか 黒原1489166  第２安鶴土井 小牧　伸典

14755-3402-1 5 281 芳悠土井 80.1 照長土井 相生市矢野町真広

BBBBCA 原 去 27.01.06 さかもと３９９０ 黒　2354008  菊安土井 坂本　修一
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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

血　　統 損　　徴

13833-1946-8 4 289 千代藤土井 79.0 福広土井 姫路市継

       　 去 26.12.29 きくみ４ 黒　2369460  菊俊土井 松浦　勝義

13833-1912-3 9 276 芳悠土井 82.2 幸豊土井 佐用郡佐用町豊福

BCAAAA 　 去 27.01.11 たつみ 黒　2150911  安幸土井 松本　義和

13636-1755-3 4 321 芳山土井 81.5 福芳土井 丹波市山南町北和田

AAACAA 原 雌 26.11.27 ぎんな 黒原1524529  菊俊土井 松浪　三千美

13722-5175-5 8 241 照忠土井 80.6 福芳土井 朝来市和田山町中

BAAAAA 原 去 27.02.15 ふくひろ 黒原1384161  照長土井 宮田　靖仁

13722-5174-8 5 247 芳悠土井 79.5 菊俊土井 朝来市和田山町中

ACBCCA 原 去 27.02.09 ふくひろ２ 黒　2380545  福芳土井 宮田　靖仁

13722-4773-4 3 296 菊西土井 80.2 宮弘波 豊岡市但東町河本

AABCAA  原 去 26.12.22 まさみや 黒原1528522  照長土井 森井　正彦

11549-3924-6 7 313 丸富土井 81.5 福芳土井 香美町小代区佐坊

AABCBA 原 去 26.12.05 つるよし 黒原1331223  照長土井 本上　純也

13542-5598-6 2 263 芳山土井 81.2 照一土井 香美町村岡区熊波

AAABAA  原 去 27.01.24 ふくゆき１ 黒原1592057  幸豊土井 井上　哲也
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