
雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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

13722-5214-1 12 263 芳悠土井 81.7 谷美土井 朝来市和田山町土田

AAABAA 原 雌 27.07.25 みつる 黒原1239759 高育 照長土井 川見　和秀

13542-6378-3 5 264 千代藤土井 81.8 福芳土井 豊岡市但東町河本

AABCAA 原 去 27.07.24 とみふく 黒原1489176 菊安土井 森井　正彦

13542-6376-9 2 264 丸宮土井 81.4 芳山土井 豊岡市但東町河本

BAAAAA  原 去 27.07.24 よしまつ 黒原1608717 照長土井 森井　正彦

13637-7633-5 7 237 芳悠土井 81.5 菊俊土井 豊岡市但東町河本

ABBCCA 原 去 27.08.20 さおり５ 黒原1409424 谷福土井 森井　正彦

13542-6488-9 1 260 千代藤土井 80.0 丸宮土井 豊岡市日高町知見

BABAAA  原 去 27.07.28 さつきまる 黒　2462978 第２安鶴土井 山崎　豊志

13542-6649-4 6 290 芳山土井 81.1 光照土井 豊岡市辻

AAABAA 原 去 27.06.28 ちひろ 黒原1449809 谷福土井 猪師　英三良

13542-6777-4 1 278 芳山土井 83.4 芳悠土井 養父市養父市場

AAACAA  原 去 27.07.10 やすふく 黒原1640965 幸豊土井 吉村　英之

13722-5112-0 5 246 菊西土井 80.7 福芳土井 養父市八鹿町高柳

AAACBB 　 去 27.08.11 すずふく 黒原1489189 鶴丸土井 但馬農高

13542-7094-1 7 272 丸福土井 81.0 福芳土井 朝来市神子畑

BAACAA 原 去 27.07.16 きくみ０７ 黒原1423419 改 菊俊土井 仙賀　隆文

08617-5589-7 6 304 丸明波 78.8 茂広波 朝来市和田山町安井

       　 去 27.06.14 かずこひめ 黒　2309228 越照波 県北部農業技術センタ

08617-5588-0 1 304 菊優土井 80.0 鶴神土井 朝来市和田山町安井

BAABAA  原 去 27.06.14 わかめつる 黒　2462999 千代藤土井 県北部農業技術センタ

08617-5585-9 2 307 丸宮土井 80.3 照美土井 朝来市和田山町安井

BAAAAA  原 雌 27.06.11 としみ 黒原1592318 福芳土井 県北部農業技術センタ
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摘　　要

子牛せり市出場名簿平成28年4月13日

血　　統 損　　徴



雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

08617-5596-5 4 299 茂初波 80.0 丸宮土井 朝来市和田山町安井

BAAAAB  原 雌 27.06.19 みやかねやま 黒原1524517 福俊土井 県北部農業技術センタ

13542-6885-6 5 277 芳山土井 80.3 菊俊土井 養父市大屋町宮垣

AAACAA  原 雌 27.07.11 きくてるまさ 黒原1489219 高 照長土井 岩花　希

14451-8522-2 10 252 丸宮土井 80.2 鶴山土井 養父市建屋

BCBABA 原 雌 27.08.05 よしてつ４ 黒原1299787 菊照土井 大封　香代子

13542-6493-3 6 276 芳悠土井 80.0 菊俊土井 豊岡市引野

ABABBA 原 雌 27.07.12 あいとし０８ 黒原1449800 照長土井 竹村　清志

15018-0889-8 14 281 芳山土井 81.5 照長土井 豊岡市出石町坪口

BAACAA 原 雌 27.07.07 ふくこ 黒原1172270 育 安谷土井 坂本　孝行

14339-6850-9 4 265 芳悠土井 80.7 照一土井 姫路市夢前町新庄

AABBAA  原 雌 27.07.23 さかえ５２６の２ 黒　2388910 福芳土井 西影　昌久

14755-3418-2 3 278 丸富土井 77.4 照一土井 相生市矢野町真広

       　 雌 27.07.10 さかよ３１０の１ 黒　2426326 福広土井 坂本　修一

15068-2045-1 5 247 芳山土井 82.2 福広土井 佐用郡佐用町横坂

AAACAA 原 去 27.08.10 たけふね５ 黒　2347325 鶴山土井 横坂共栄農場

13833-1992-5 4 284 福芳土井 80.7 菊俊土井 佐用郡佐用町福中

ABACCB  原 雌 27.07.04 あさきく 黒　2402101 福俊土井 吉田　朝雄

13833-1988-8 8 270 丸宮土井 81.5 鶴山土井 佐用郡佐用町櫛田

BCBAAA 原 雌 27.07.18 きみとよ３ 黒原1368982 幸豊土井 竹内　隆

13393-4775-0 1 300 丸富土井 80.2 菊西土井 神戸市西区神出町

BACCBA  原 雌 27.06.18 よしむつき 黒　2465284 福芳土井 池本　俊彦

14355-0600-6 3 310 照忠土井 80.0 福芳土井 小野市広渡町

BAAAAA  原 雌 27.06.08 おかだやえ 黒　2407214 菊道土井 前田　勇雄
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

12396-6169-7 2 319 芳悠土井 81.2 丸宮土井 加西市別府町

ABAAAA  原 雌 27.05.30 はるみ 黒原1587522 谷福土井 兵庫畜産技術センター

14754-3758-2 4 303 宮菊城 81.1 茂広波 加西市常吉町

AAACBB  原 雌 27.06.15 なおこ 黒　2396587 谷福土井 県立農業大学校

13469-4966-4 4 279 丸富土井 81.2 福芳土井 加古川市志方町横大路

BACBAA  原 去 27.07.09 ふくみつ２２ 黒　2398426 菊照土井 松岡　功

13775-2114-3 7 232 芳山土井 81.4 照長土井 丹波市市島町下竹田

BAABAB 　 去 27.08.25 てるふくたに 黒原1380296 菊安土井 須原　芳夫

13775-2132-7 4 279 芳悠土井 79.4 丸福土井 丹波市氷上町氷上

CBCAAA  原 去 27.07.09 たにづる５ 黒　2396551 照長土井 元田　育次

13775-2097-9 10 244 芳悠土井 80.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAABAA 原 去 27.08.13 きくよし 黒原1310041 谷福土井 上田　真吾

13775-2099-3 14 252 芳山土井 81.7 幸豊土井 丹波市柏原町下小倉

ABACCA 原 去 27.08.05 みやゆき 黒原1147361 改 茅菊波 上田　真吾

13775-2102-0 7 254 照忠土井 81.4 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CABAAA 　 去 27.08.03 としこ 黒原1336581 第２安鶴土井 上田　真吾

13775-2070-2 10 276 丸宮土井 80.7 北宮波 丹波市氷上町横田

BBACBA 原 去 27.07.12 とき 黒　2138793 改 菊照土井 足立　和人

13775-2138-9 8 243 千代藤土井 82.0 照長土井 丹波市山南町北和田

AABAAA 原 去 27.08.14 きくなが 黒原1336551 菊安土井 松浪　三千美

13464-6132-6 5 274 照忠土井 80.8 福芳土井 篠山市郡家

AAAAAA 原 雌 27.07.14 きよちよ３の２ 黒　2347277 照長土井 松浦　俊明

13542-6218-2 10 263 芳悠土井 80.8 照長土井 美方郡新温泉町海上

BBBBBA 原 去 27.07.25 ちはる７ 黒原1237400 菊安土井 植田　秀作
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

14300-0816-1 5 247 芳山土井 80.6 福広土井 美方郡新温泉町井土

AAABAA 原 去 27.08.10 ふくこ 黒原1444382 照長土井 岸　俊之

14572-0738-7 9 268 芳山土井 81.7 照長土井 香美町小代区神水

AAABAA 原 去 27.07.20 みつふく１の３ 黒原1299702 改 安幸土井 毛戸　誠

14210-1224-5 6 261 丸富土井 80.1 福芳土井 香美町村岡区丸味

BBCCBA 原 去 27.07.27 みつえ２ 黒原1444330 越照波 森脇　雄一

14210-1228-3 10 245 芳山土井 80.5 照長土井 香美町村岡区丸味

BAACAA 原 去 27.08.12 やすふくみ２ 黒原1299634 第２安鶴土井 森脇　雄一

13542-5549-8 6 274 芳山土井 79.7 菊俊土井 異性複数産子 香美町村岡区和池

AAACAA 原 去 27.07.14 みゆきひめ５ 黒　2363004 谷福土井 西崎　武志

13542-5719-5 3 288 芳山土井 81.6 照忠土井 香美町村岡区萩山

       　 雌 27.06.30 てるただ 黒原1573913 福芳土井 西村　忠一

13542-6141-3 5 287 芳悠土井 80.4 丸福土井 香美町村岡区丸味

BABBAA 原 雌 27.07.01 ふくえ３の２ 黒原1501770 照長土井 小林　操

13542-5941-0 11 287 照忠土井 80.3 第２安鶴土井 香美町村岡区丸味

CABAAC 　 雌 27.07.01 １６９やすもり 黒原1271099 菊照土井 長瀬　五一

13542-5290-9 11 293 丸富土井 81.0 鶴山土井 香美町村岡区味取

BBCBBA 原 雌 27.06.25 ふくこ２ 黒原1237462 谷福土井 西山　勝

13542-6144-4 4 303 照忠土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区長瀬

AAAAAB  原 雌 27.06.15 たにたて２ 黒原1524421 第２鶴雪土井 谷渕　侑生

13397-6434-2 3 290 丸富土井 81.8 福芳土井 香美町小代区佐坊

AABCBA  原 雌 27.06.28 ふくみ１３ 黒原1524445 第２安鶴土井 本上　純也

13542-6235-9 15 278 福広土井 81.5 幸豊土井 香美町小代区神水

CCCBCC 　 雌 27.07.10 はるこ１３ 黒原1127013 菊照土井 藤原　吉子
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13748-2702-6 7 263 芳山土井 84.0 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AAACCA 原 雌 27.07.25 よしつね 黒原1368822 鶴山土井 田中　房夫

13542-6118-5 1 273 菊西土井 82.6 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA  原 雌 27.07.15 こすぎ３ 黒原1624579 菊俊土井 村尾　千代美

14447-6426-8 4 312 芳悠土井 78.0 丸宮土井 宍粟市一宮町東河内

BBAAAA  原 雌 27.06.06 かおるこ 黒　2396533 照長土井 小池　一博

15018-0885-0 11 281 丸富土井 81.3 光照土井 豊岡市但東町唐川

CACBAA 　 去 27.07.07 たにみつ 黒原1209560 菊道土井 中儀　吉郎

13542-6333-2 14 283 千代藤土井 82.0 鶴丸土井 豊岡市中郷

CACAAA 原 去 27.07.05 ふく 黒原1129018 高改 幸福土井 新田　義孝

13722-4844-1 7 266 芳悠土井 79.5 鶴丸土井 豊岡市宮井

BAABAA 原 去 27.07.22 ふくみ 黒　2294593 谷福土井 綿田　謙

13748-3541-0 1 271 芳悠土井 81.2 菊郷土井 養父市大屋町宮本

       　 去 27.07.17 みゆき３の１ 黒原1640967 丸宮土井 寺尾　稔

13542-6887-0 8 270 千代藤土井 81.5 福芳土井 養父市大屋町宮垣

BACBBA 原 去 27.07.18 すずこ 黒原1331100 光照土井 岩花　希

13542-7095-8 4 265 宮喜 80.0 菊宮土井 朝来市神子畑

CACAAA  原 去 27.07.23 きよみや 黒原1449858 谷福土井 仙賀　隆文

08617-5605-4 8 295 芳悠土井 80.2 北丸土井 朝来市和田山町安井

ABACCA 原 去 27.06.23 さかえまる 黒原1391339 北宮波 県北部農業技術センタ

08617-5602-3 5 295 宮菊城 81.0 宮弘波 朝来市和田山町安井

BAACBA 原 去 27.06.23 ひろこ 黒原1477854 奥秀 県北部農業技術センタ

08617-5598-9 3 298 丸富土井 81.2 照也土井 朝来市和田山町安井

BACBAA  原 雌 27.06.20 みやなり 黒原1573994 芳寛土井 県北部農業技術センタ

55

56

57

58

59

60

49

50

51

52

53

54



雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13542-7228-0 4 287 丸宮土井 81.8 福芳土井 朝来市和田山町寺内

ABAAAA  原 雌 27.07.01 てるみやよし 黒原1497784 菊原波 磯　四郎

13542-6984-6 9 254 照忠土井 81.2 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BAABAB 原 雌 27.08.03 ふくこ６の５ 黒原1331111 谷福土井 上垣　勇吾

13542-6779-8 6 252 丸宮土井 81.5 福芳土井 養父市養父市場

BCAABA  原 雌 27.08.05 とよふく 黒原1409452 幸豊土井 吉村　英美

13542-6397-4 12 326 芳山土井 84.5 鶴丸土井 豊岡市但東町高竜寺

BAABAA 原 雌 27.05.23 ようこ３ 黒原1239766 安幸土井 小牧　伸典

13542-6648-7 5 287 芳山土井 81.5 菊俊土井 豊岡市日高町広井

AAACBB 原 雌 27.07.01 きみ 黒原1467502 谷福土井 水嶋　芳彦

15068-2016-1 4 299 芳山土井 80.2 菊俊土井 神崎郡神河町猪篠

AAACAA  原 雌 27.06.19 はるこ 黒　2396567 照長土井 藤原　幸子

14362-6085-3 2 286 丸富土井 80.0 照長土井 たつの市御津町中島

BACCBA  原 雌 27.07.02 なかゆき４ 黒　2441460 谷福土井 吉田　和子

15068-2020-8 15 275 芳山土井 82.2 菊原波 赤穂市木津

AAABAC 　 雌 27.07.13 むつみ 黒原1099328 菊茂土井 溝田　泰司

13833-1993-2 8 298 丸宮土井 81.0 福芳土井 佐用郡佐用町才金

BBAAAA 原 雌 27.06.20 みやみつふく２ 黒　2207172 照長土井 谷口　寿美

15068-2040-6 6 249 芳山土井 79.6 光照土井 佐用郡佐用町口金近

AAACAA 原 雌 27.08.08 おりひめ 黒　2299090 菊道土井 田辺　裕基

15068-2047-5 6 237 丸宮土井 81.5 福広土井 佐用郡佐用町横坂

BBBABA 原 雌 27.08.20 ちょうちょ 黒　2347323 照菊波 横坂共栄農場

14755-3414-4 1 315 丸宮土井 78.7 芳悠土井 相生市矢野町真広

       　 雌 27.06.03 ふくひめ１ 黒　2456077 菊西土井 坂本　修一
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13673-3914-7 6 263 千代藤土井 81.3 福芳土井 多可町八千代区中野間

AABAAA 原 去 27.07.25 よしこ 黒　2334702 鶴丸土井 有田　覚

15047-0673-3 2 211 照忠土井 77.8 丸宮土井 加西市大内町

BAAAAA  原 雌 27.09.15 まるきく 黒　2402137 菊宮土井 藤原　護

14355-0611-2 5 250 丸宮土井 80.1 福芳土井 小野市万勝寺町

BBAAAA 原 雌 27.08.07 みやいずみ２６ 黒　2376697 照長土井 宮下　悦子

15047-0647-4 1 283 芳悠土井 80.3 照一土井 小野市広渡町

       　 雌 27.07.05 さちひめ 黒　2456062 北宮波 前田　勇雄

13775-2047-4 1 271 芳悠土井 81.7 菊俊土井 丹波市春日町棚原

AABCBA  原 雌 27.07.17 みやとし 黒原1634886 北本土井 山本　浩

13636-1993-9 2 274 芳悠土井 81.0 丸宮土井 丹波市市島町下竹田

ABAAAA  原 雌 27.07.14 はまみや 黒原1601480 福俊土井 須原　芳夫

13775-2051-1 2 265 芳悠土井 81.0 丸宮土井 丹波市春日町鹿場

ABABBA  原 雌 27.07.23 たにまる 黒原1601491 照菊波 田川　良一

13775-2096-2 6 268 芳山土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町柏原

BAABAA 原 雌 27.07.20 つゆひめ３ 黒原1467446 谷美土井 下山　一彦

13775-2057-3 2 249 芳悠土井 81.5 照一土井 丹波市市島町岩戸

       　 雌 27.08.08 たかやすいち 黒原1601482 丸宮土井 大槻　良

13775-2100-6 1 268 芳悠土井 82.7 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

ABAAAA  原 雌 27.07.20 きくふじ 黒原1624669 照長土井 上田　真吾

13775-2107-5 12 268 照忠土井 81.1 鶴丸土井 丹波市柏原町下小倉

CAAAAB 　 雌 27.07.20 きくふく 黒　2084751 菊安土井 上田　真吾

15090-8673-1 4 278 芳悠土井 80.8 丸富土井 篠山市曽地口

AAABBA  原 雌 27.07.10 きくまる 黒　2380529 菊安土井 清水　健司
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13464-6127-2 3 284 芳山土井 80.0 福広土井 篠山市曽地奥

AAACAA 原 雌 27.07.04 わたる 黒　2402112 光照土井 岡本　栄一

13542-7167-2 8 284 芳山土井 81.3 福広土井 香美町村岡区口大谷

AAACBA 原 去 27.07.04 ふくむすめ 黒原1368918 菊照土井 山本　薫

13542-6226-7 9 249 芳悠土井 83.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

ABACCA 原 去 27.08.08 ゆきひめの６ 黒原1331217 高 照長土井 井上　哲也

14300-0836-9 14 227 丸富土井 82.7 谷福土井 香美町村岡区熊波

AACCBA 原 去 27.08.30 よしこ５ 黒原1126956 高改 菊照土井 井上　哲也

14542-3114-9 1 244 芳悠土井 81.3 丸富土井 香美町村岡区境

AABBBA  原 去 27.08.13 よしふくとみ 黒原1639017 福広土井 田中　あつみ

13542-5621-1 9 255 照忠土井 82.0 茂美波 美方郡新温泉町切畑

BACBAC 　 去 27.08.02 しげひめ 黒　2209115 育改 茂丸波 倉田　広美

13722-4540-2 4 259 芳悠土井 79.3 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 去 27.07.29 たつみ 黒　2402089 安美土井 坂本　隆子

13542-6216-8 8 286 芳山土井 81.2 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 雌 27.07.02 まりな２ 黒原1368847 高育 谷福土井 植田　秀作

13542-5531-3 13 302 丸富土井 80.6 照長土井 乳頭数不足 美方郡新温泉町春来

       　 雌 27.06.16 しげふく２ 黒原1206159 高 菊照土井 その他 福井　清溢

13758-5534-9 4 283 照忠土井 80.0 福芳土井 香美町小代区秋岡

AAAAAA  原 雌 27.07.05 ふくてる 黒原1524439 鶴山土井 今井　正人

13542-7052-1 5 295 芳山土井 79.8 照一土井 香美町香住区九斗

BAABAA  原 雌 27.06.23 よしみ 黒　2347301 改 安幸土井 合同会社　谷口畜産

13542-6149-9 6 286 照香土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区長瀬

       原 雌 27.07.02 のりか 黒原1423395 照長土井 谷渕　正恵
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13542-6150-5 2 283 芳山土井 80.6 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

BAACAA  原 雌 27.07.05 きくひろ 黒原1524425 第２安鶴土井 谷渕　侑生

13542-6200-7 1 271 照忠土井 82.2 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAAAAA  原 雌 27.07.17 さわひろ 黒原1624639 幸豊土井 森脇　薫明

14210-1222-1 14 275 福芳土井 81.0 照長土井 香美町村岡区丸味

ABABBA 原 雌 27.07.13 ひろみ２ 黒原1170032 高育改 安谷土井 森脇　雄一

13722-4422-1 6 278 芳悠土井 81.5 鶴丸土井 香美町村岡区丸味

ABAAAA 原 雌 27.07.10 ふくえ５の１ 黒原1444340 谷福土井 小林　操

13542-5550-4 5 274 芳山土井 79.7 菊俊土井 異性複数産子 香美町村岡区和池

       　 雌 27.07.14 みゆきひめ５ 黒　2363004 谷福土井 その他 西崎　武志

15049-0701-7 6 287 丸富土井 80.0 第１満金波 宍粟市一宮町上岸田

BACCBB  原 雌 27.07.01 みなみつ 黒　2247576 福代土井 大封アグリ　一宮牧場

15018-0887-4 7 263 照忠土井 80.8 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

BAABAA 原 去 27.07.25 さつき 黒原1347498 第２安鶴土井 中儀　吉郎

13542-6671-5 3 281 丸宮土井 79.6 福芳土井 豊岡市竹野町三原

BBAAAA  原 去 27.07.07 ぼたん８の１ 黒　2424416 菊宮土井 加悦　大三郎

13542-6334-9 5 276 千代藤土井 79.4 丸福土井 豊岡市中郷

CACAAA 原 去 27.07.12 うめこ 黒　2368114 菊照土井 新田　義孝

13542-7029-3 3 239 丸宮土井 80.5 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BBAAAA  原 去 27.08.18 ろみ 黒原1489230 菊道土井 上垣　康成

13542-6983-9 4 255 照忠土井 80.4 菊西土井 養父市大屋町蔵垣

AABAAA  原 去 27.08.02 おみな３ 黒原1528544 改 照長土井 上垣　勇吾

13542-7082-8 13 248 千代藤土井 80.6 谷福土井 朝来市神子畑

BACBBA 原 去 27.08.09 かつみ３ 黒原1129076 菊照土井 仙賀　隆文
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

08617-5604-7 1 295 茂池波 80.6 千代藤土井 朝来市和田山町安井

       原 去 27.06.23 よしちよ 黒　2463009 茂美波 県北部農業技術センタ

08617-5603-0 9 295 茂池波 80.8 照長土井 朝来市和田山町安井

       原 去 27.06.23 やすつる０３ 黒原1284136 第２安鶴土井 県北部農業技術センタ

13542-7231-0 7 235 芳山土井 81.0 菊俊土井 朝来市立野

AAACAA  原 雌 27.08.22 きくひめ 黒原1409489 安幸土井 松尾　悦成

13722-5261-5 7 270 照忠土井 81.2 福広土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA 原 雌 27.07.18 ふくよ８ 黒原1409494 第２安鶴土井 宮田　貴身仁

14560-1193-0 6 270 芳山土井 80.1 菊宮土井 養父市大屋町宮本

BAABAA 原 雌 27.07.18 きくつる 黒　2350118 鶴丸土井 寺尾　和敏

13542-6776-7 1 290 照忠土井 82.6 芳悠土井 養父市養父市場

BAAAAA  原 雌 27.06.28 みつふく 黒原1640964 菊俊土井 吉村　英美

13542-6406-3 1 296 照忠土井 81.0 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

AAAAAA  原 雌 27.06.22 ふくたか 黒原1640962 菊照土井 小牧　伸典

13542-6379-0 12 270 芳山土井 82.2 照菊波 豊岡市但東町河本

AAACCB 原 雌 27.07.18 もりなみ 黒　2093385 谷福土井 森井　正彦

13868-1898-2 5 254 千代藤土井 80.5 照也土井 宍粟市山崎町葛根

BACAAA 原 去 27.08.03 いさお 黒　2329932 菊俊土井 吉岡　慎治

15068-2027-7 6 252 芳山土井 80.7 谷福土井 神崎郡神河町猪篠

BAACAB 　 去 27.08.05 ふくひめ 黒　2338242 照長土井 藤原　幸子

14776-8352-9 2 282 芳悠土井 80.7 丸宮土井 姫路市白鳥台

       　 去 27.07.06 てるみや 黒　2437600 福広土井 石原　寛大

15052-9866-4 20 232 芳山土井 82.8 照長土井 ＥＴ産子 佐用郡佐用町口長谷

       　 去 27.08.25 ひかる 黒原1135474 谷本土井 林　良夫
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

15068-2046-8 12 242 丸富土井 80.2 第２鶴雪土井 佐用郡佐用町横坂

CBCABA 　 去 27.08.15 ひろみ 黒　2093392 菊照土井 横坂共栄農場

12527-2689-2 10 274 千代藤土井 81.3 照長土井 三田市東山

BACBAA 原 雌 27.07.14 ゆきみ１０ 黒原1284168 鶴丸土井 岡本　鷹司

14754-3757-5 6 312 芳悠土井 80.6 千代藤土井 加西市常吉町

AAABAA 原 去 27.06.06 わかめ 黒原1457357 菊俊土井 県立農業大学校

14875-2861-2 6 286 丸宮土井 79.3 福芳土井 小野市河合西町

ABAAAA 原 去 27.07.02 はるよし 黒　2354002 第２照久土井 堀井　光仁

15047-0626-9 8 283 芳山土井 79.8 光照土井 小野市長尾町

AAACAA 原 去 27.07.05 みやふたみ６ 黒　2269298 谷福土井 岡田　秀子

12532-4462-3 1 264 千代藤土井 81.0 丸富土井 兵庫県加西市剣坂町

AACAAA  原 去 27.07.24 はるみ 黒　2461435 照長土井 中村　弘直

13775-2082-5 10 300 芳山土井 81.0 菊俊土井 乳頭癒着 丹波市山南町北和田

BAABAB 雌 27.06.18 きくみつ 黒原1319553 安美土井 その他 田中　憲蔵

13775-2048-1 8 287 照忠土井 80.1 福芳土井 丹波市春日町棚原

AAABAA 原 雌 27.07.01 みやふく 黒原1368965 北宮波 山本　浩

13775-2055-9 4 257 丸宮土井 81.6 福芳土井 丹波市市島町下鴨阪

AAAAAA  原 雌 27.07.31 ふくひめ 黒原1536343 鶴丸土井 余田　ツギ子

13775-2139-6 8 254 芳悠土井 81.4 照長土井 丹波市柏原町柏原

BCCBCA 原 雌 27.08.03 たかひめ 黒原1380294 谷福土井 下山　一彦

13636-1994-6 5 271 千代藤土井 81.1 福芳土井 丹波市市島町下竹田

AAAAAA 原 去 27.07.17 しずみ 黒原1467442 菊安土井 須原　芳夫

13775-2067-2 3 268 千代藤土井 80.8 丸宮土井 丹波市氷上町小谷

AABAAA  原 去 27.07.20 たけの７の５の７ 黒原1569964 福芳土井 細見　忠和
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13775-2103-7 5 256 芳山土井 80.8 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 去 27.08.01 きくひめたに 黒原1488912 谷福土井 上田　真吾

13775-2106-8 7 275 照忠土井 81.6 照長土井 丹波市柏原町下小倉

CABAAB 　 去 27.07.13 うえだ１９ 黒原1336547 第２安鶴土井 上田　真吾

13464-6130-2 5 260 菊優土井 82.5 福芳土井 篠山市小原

AAACBA 原 雌 27.07.28 いちふく８の２ 黒　2327005 照長土井 勝木　清市

13464-6147-0 2 274 照忠土井 80.0 千代藤土井 篠山市今田町市原

       　 雌 27.07.14 もえぎ 黒　2442896 菊俊土井 古家後　康夫

13542-6121-5 14 230 芳山土井 81.7 谷福土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBB 　 去 27.08.27 ふくみ８ 黒原1127008 高 照長土井 村尾　千代美

14300-0817-8 3 237 照忠土井 78.0 福芳土井 美方郡新温泉町井土

BAAAAA  原 去 27.08.20 おおふく 黒　2413826 照長土井 岸　厚子

08567-2397-9 3 276 芳悠土井 81.6 鶴神土井 香美町小代区貫田

BBBAAA  原 去 27.07.12 ごいちよ２ 黒原1559099 菊俊土井 小林　義富

14210-1229-0 12 234 芳山土井 81.7 茅菊波 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 27.08.23 ふく５ 黒原1206147 改 菊照土井 森脇　雄一

13542-7209-9 8 231 芳悠土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区丸味

       原 去 27.08.26 ひさよ 黒原1404926 照長土井 森脇　雄一

13542-6249-6 3 270 芳山土井 79.5 照忠土井 香美町村岡区萩山

AAABAA  原 去 27.07.18 たけてる 黒　2423258 改 菊俊土井 西村　忠一

13542-7070-5 11 237 芳山土井 81.2 照長土井 香美町村岡区熊波

AAABAA 原 雌 27.08.20 みつふく 黒原1271081 鶴山土井 井上　哲也

13542-5436-1 2 262 芳山土井 80.1 照一土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 雌 27.07.26 まさふく２ 黒原1592069 福芳土井 対中　広芳
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13542-5951-9 2 256 芳山土井 81.0 照一土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 雌 27.08.01 ７６きくなが５ 黒原1573918 照長土井 長瀬　五一

14348-8339-9 11 278 芳悠土井 81.7 鶴丸土井 香美町村岡区味取

BACBAA 原 雌 27.07.10 てるくに 黒原1237460 高育改 照長土井 西山　勝

14348-8340-5 8 273 芳悠土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区味取

BBBABA 原 雌 27.07.15 よしはな３ 黒原1368930 第２安鶴土井 西山　勝

13758-5535-6 2 280 照忠土井 81.1 福芳土井 香美町小代区秋岡

       　 雌 27.07.08 ふくよ 黒原1592090 菊俊土井 今井　正人

13758-5536-3 9 272 照忠土井 81.2 鶴丸土井 香美町小代区秋岡

CAABAA 原 雌 27.07.16 きくふくまる 黒原1237343 谷福土井 今井　正人

13748-2703-3 14 261 芳悠土井 84.2 鶴山土井 美方郡新温泉町春来

ACBCCA 原 雌 27.07.27 ふくよ 黒原1170079 高 谷福土井 田中　房夫

13542-6053-9 8 245 芳悠土井 82.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

ABACBA 原 雌 27.08.12 ますみ 黒原1384179 改 谷福土井 中井　幸夫

15049-0714-7 6 255 丸宮土井 81.7 菊俊土井 宍粟市波賀町道谷

BBABAA 原 去 27.08.02 ゆみこ 黒　2264329 菊道土井 岸本　章弘

13542-6492-6 1 287 芳悠土井 80.5 丸宮土井 豊岡市引野

       　 去 27.07.01 みやとし 黒　2462979 福芳土井 竹村　清志

13542-6296-0 6 258 芳山土井 81.8 奥隼 豊岡市目坂

AAACAA 原 去 27.07.30 みやおくひめ 黒原1409418 育改 北宮波 谷口　正徳

13542-6982-2 5 255 照忠土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA 原 去 27.08.02 ともふく 黒原1489228 照長土井 上垣　勇吾

14560-1195-4 5 266 芳悠土井 81.4 照一土井 養父市大屋町宮本

ABBBBA 原 去 27.07.22 もりひめ３ 黒原1467536 北宮波 寺尾　和敏
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13542-7083-5 5 243 宮喜 81.7 福広土井 朝来市神子畑

CBCBBA  原 去 27.08.14 とみてるふく 黒原1467547 照長土井 仙賀　隆文

13542-7230-3 4 261 照忠土井 82.1 菊俊土井 朝来市山東町大月

CAAAAA 　 去 27.07.27 ゆきとし 黒　2363025 幸豊土井 浅野　登

08617-5607-8 5 294 丸明波 80.2 茂広波 朝来市和田山町安井

       　 去 27.06.24 さちひろ 黒原1423440 谷美土井 県北部農業技術センタ

08617-5608-5 3 293 芳悠土井 80.0 谷石土井 朝来市和田山町安井

ABACBA  原 去 27.06.25 いしはやみ 黒　2374392 奥隼 県北部農業技術センタ

08617-5618-4 6 284 石義丸 81.2 福俊土井 朝来市和田山町安井

CACAAC 　 雌 27.07.04 みつる２ 黒原1340997 鶴丸土井 県北部農業技術センタ

13829-0597-6 2 302 芳悠土井 80.8 丸宮土井 養父市別宮

AAABAA  原 雌 27.06.16 うづき 黒原1594186 菊俊土井 西谷　敏秀

13542-7028-6 5 246 芳山土井 80.2 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BAACAA 原 雌 27.08.11 きい 黒原1467541 照長土井 上垣　康成

13542-6775-0 7 249 芳悠土井 80.2 菊波土井 養父市養父市場

AAABAA 原 雌 27.08.08 ひできく 黒原1419311 谷福土井 吉村　英美

15018-0886-7 8 273 照忠土井 80.5 第２安鶴土井 豊岡市但東町唐川

CABAAA 原 雌 27.07.15 まさふく 黒原1347509 照長土井 中儀　吉郎

13542-6381-3 7 256 千代藤土井 81.2 奥秀 豊岡市但東町河本

BACBAB 原 雌 27.08.01 やすひで 黒　2294600 改 照長土井 森井　正彦

14776-8354-3 2 245 芳悠土井 80.2 菊俊土井 姫路市白鳥台

BBBBBA  原 去 27.08.12 あさきく 黒　2437601 鶴丸土井 石原　寛大

15068-2033-8 1 244 照忠土井 80.3 丸宮土井 宍粟市山崎町与位

       　 去 27.08.13 としみや 黒　2461443 福芳土井 中坪　みどり
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

15068-2037-6 5 274 丸宮土井 79.7 福芳土井 佐用郡佐用町平谷

CCAAAA 原 去 27.07.14 おかなみ 黒　2362274 照菊波 安岡　林

13833-1985-7 7 289 丸宮土井 81.0 福芳土井 佐用郡佐用町本郷

BBAAAA 原 去 27.06.29 よしひめ 黒　2299095 菊安土井 谷口　茂信

13868-1841-8 8 259 丸富土井 81.3 福芳土井 佐用郡佐用町佐用

BACBAA 原 去 27.07.29 ふじふく 黒　2253564 照長土井 兵庫県立佐用高等学校

13893-9916-7 10 267 丸宮土井 79.4 菊原波 ＥＴ産子 加東市吉馬

BBAAAA 原 去 27.07.21 しらさわ１５０ 黒　2264340 菊道土井 戸田　稔

11549-1633-9 3 272 芳悠土井 81.0 芳山土井 川辺郡猪名川町紫合

AAABAA  原 去 27.07.16 わかみや５ 黒　2421227 第２照久土井 森田　和子

14754-3760-5 6 262 丸宮土井 80.3 芳藤土井 加西市常吉町

AAAAAA 原 去 27.07.26 きくや 黒　2340929 照明土井 県立農業大学校

15047-0627-6 5 262 丸宮土井 78.7 福俊土井 小野市長尾町

CBAAAA  原 去 27.07.26 おかほたる 黒　2369446 菊俊土井 岡田　勇治

14355-0610-5 3 260 丸宮土井 81.0 福芳土井 小野市万勝寺町

ABAAAA  原 去 27.07.28 あさみや２ 黒　2396525 照長土井 宮下　俊子

15047-0649-8 12 258 丸宮土井 80.6 谷福土井 小野市広渡町

CCBABA 　 去 27.07.30 ただふく 黒　2063497 第２安鶴土井 前田　勇雄

13636-1980-9 4 308 芳山土井 80.3 丸福土井 丹波市柏原町柏原

CAABAA 原 去 27.06.10 さくら１ 黒原1528497 菊俊土井 下山　一彦

13775-2169-3 9 218 千代藤土井 79.1 第２菊武土井 丹波市青垣町檜倉

BACAAB 　 去 27.09.08 ともきくたけ 黒　2132194 改 第２安鶴土井 足立　尚之

13775-2053-5 7 256 丸宮土井 81.1 福俊土井 丹波市市島町下竹田

BBAAAA 原 去 27.08.01 はまとし 黒原1419309 菊照土井 須原　芳夫
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13775-2066-5 8 273 芳山土井 81.1 照長土井 丹波市氷上町小谷

AAACAA 原 去 27.07.15 てるこ 黒原1351940 照菊波 細見　忠和

13636-1997-7 3 279 芳悠土井 82.0 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

       　 雌 27.07.09 まちよしまる 黒原1569965 福芳土井 大槻　良

13775-2108-2 10 273 照忠土井 81.3 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CABAAA 原 雌 27.07.15 ひかり 黒原1313555 照長土井 上田　真吾

13775-2088-7 4 276 丸宮土井 80.8 芳山土井 丹波市柏原町下小倉

       　 雌 27.07.12 ななひめよし 黒原1559148 菊俊土井 上田　真吾

13464-6128-9 6 276 照忠土井 80.2 照長土井 篠山市曽地奥

CABAAA 原 雌 27.07.12 はる 黒　2334708 菊俊土井 岡本　栄一

15090-8672-4 2 255 照忠土井 79.6 丸宮土井 篠山市曽地口

BAAAAA  原 去 27.08.02 ゆりか 黒　2431370 福芳土井 清水　健司

13542-5551-1 7 266 照香土井 80.8 菊俊土井 香美町村岡区和池

       　 去 27.07.22 ゆきとら６ 黒原1404848 谷福土井 西崎　武志

13753-0505-9 3 239 芳山土井 80.7 丸福土井 香美町村岡区川会

CAACAA  原 去 27.08.18 たにきそひめ７７ 黒原1573920 菊照土井 谷　勘蔵

13542-7206-8 7 288 丸宮土井 80.3 鶴山土井 香美町香住区三谷

BBBAAA 原 去 27.06.30 かつやま 黒原1368941 菊安土井 清水　容和

13542-6233-5 6 249 芳悠土井 80.5 菊俊土井 香美町小代区貫田

ABACCA 原 去 27.08.08 きみよ１ 黒原1444322 福芳土井 小林　義富

14572-0732-5 10 247 芳山土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

AAACBA 原 去 27.08.10 ごいちよ 黒原1299726 第２照久土井 高美　治

13542-7077-4 11 269 芳悠土井 81.6 鶴丸土井 美方郡新温泉町飯野

ABABBA 原 去 27.07.19 ふじなみ４ 黒原1237395 菊安土井 寺谷　京子
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13542-6219-9 6 261 照忠土井 84.0 福芳土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA  原 雌 27.07.27 ふじこ 黒原1444375 照長土井 植田　秀作

13542-7202-0 7 281 菊西土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

AABCBA 原 雌 27.07.07 まさ 黒原1368835 菊俊土井 安田　洋一

13753-0500-4 15 239 丸富土井 81.3 谷福土井 香美町小代区神水

AAABAA 原 雌 27.08.18 たつたにひめ 黒原1170072 高育改 菊照土井 藤原　幸恵

13436-5673-2 5 258 茂広波 79.7 照也土井 香美町小代区秋岡

BCCCCC 　 雌 27.07.30 たまふく 黒　2363021 照長土井 今井　正人

14542-3115-6 10 259 芳山土井 81.1 菊伸土井 香美町村岡区境

AAABAA 原 雌 27.07.29 ふくこ 黒原1331197 照長土井 田中　一馬

14542-3112-5 4 255 芳山土井 81.1 菊西土井 香美町村岡区境

AAABAA  原 雌 27.08.02 てるとよきく 黒原1555097 幸豊土井 田中　一馬

14210-1225-2 1 274 芳山土井 81.8 照忠土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 雌 27.07.14 ふくまる４ 黒原1624640 谷福土井 森脇　雄一

14210-1223-8 2 271 照忠土井 80.8 芳山土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 雌 27.07.17 たかつるまる３ 黒原1592072 改 鶴丸土井 森脇　雄一

08581-2411-8 10 268 芳悠土井 81.5 照長土井 香美町村岡区丸味

BBBBBA 原 雌 27.07.20 まつよ８ 黒原1271112 茂金波 小林　操

13542-7036-1 4 277 照忠土井 79.8 菊俊土井 香美町村岡区神坂

BAABAA  原 雌 27.07.11 しめか 黒　2402079 福芳土井 伊沢　正一

14447-6436-7 2 284 芳山土井 77.0 芳山土井 宍粟市一宮町東河内

AAACAA  原 去 27.07.04 てるよし 黒　2418422 照長土井 小池　一博

13542-6297-7 4 253 芳山土井 80.2 宮弘波 豊岡市目坂

AAACAA 原 去 27.08.04 てるみやひめ 黒原1542195 改 奥隼 谷口　正徳
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13542-6460-5 8 263 芳山土井 81.7 照明土井 豊岡市出石町暮坂

AAABAA 原 去 27.07.25 わかめの３ 黒原1331068 改 第２安鶴土井 旗谷　仁志

13542-7030-9 12 235 芳悠土井 79.8 照菊波 養父市大屋町蔵垣

BCABCC 　 去 27.08.22 いちご 黒　2082362 安美土井 上垣　康成

13722-5111-3 8 256 芳悠土井 82.6 菊俊土井 養父市八鹿町高柳

ABABAA 原 去 27.08.01 ゆりあ 黒原1369023 第２安鶴土井 但馬農高

08617-5611-5 6 291 丸宮土井 79.6 谷石土井 朝来市和田山町安井

CBAAAA 　 去 27.06.27 はるひ 黒　2309217 北奥照 県北部農業技術センタ

08617-5612-2 1 290 菊優土井 80.3 宮弘波 朝来市和田山町安井

BAACAA  原 去 27.06.28 あき 黒　2463011 谷石土井 県北部農業技術センタ

08617-5614-6 8 289 丸福土井 80.3 福芳土井 朝来市和田山町安井

CACCAA 原 去 27.06.29 ふくのはな 黒原1368967 北宮波 県北部農業技術センタ

08617-5615-3 5 288 千代藤土井 79.0 北俊土井 朝来市和田山町安井

AABBAA 原 去 27.06.30 としなみ 黒　2374385 福芳土井 県北部農業技術センタ

13542-7090-3 4 310 芳悠土井 81.2 菊俊土井 朝来市神子畑

ABACCA 原 雌 27.06.08 第２とみぎく 黒原1542212 北宮波 仙賀　隆文

13542-6886-3 4 273 丸宮土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA  原 雌 27.07.15 てるまさ２ 黒原1528538 谷美土井 岩花　玉男

14560-1194-7 6 267 千代藤土井 79.6 照一土井 養父市大屋町宮本

BACAAA 原 雌 27.07.21 よしひさ０８ 黒　2334681 谷福土井 寺尾　和敏

13542-6494-0 4 275 芳山土井 80.0 丸宮土井 豊岡市引野

AAABAA  原 雌 27.07.13 まるみ 黒原1542191 菊宮土井 竹村　清志

13722-4841-0 5 269 千代藤土井 80.4 照一土井 豊岡市宮井

BACAAA  原 雌 27.07.19 あかふく 黒原1489162 鶴丸土井 綿田　謙
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

15068-2078-9 4 252 芳山土井 80.8 菊西土井 同性複数産子 赤穂市木津

AAABAA  原 去 27.08.05 きくつる 黒　2428235 鶴山土井 溝田　泰司

15068-2034-5 2 242 丸宮土井 80.1 菊西土井 宍粟市山崎町与位

BBAAAA  原 去 27.08.15 きくよし 黒　2396545 幸豊土井 中坪　みどり

14755-3417-5 5 291 丸富土井 79.6 菊西土井 相生市矢野町真広

BACBAA  原 去 27.06.27 めぐみ６ 黒　2407215 照長土井 坂本　修一

13833-1990-1 9 278 芳山土井 82.1 菊安土井 佐用郡佐用町本郷

AAACAB 　 去 27.07.10 きくふくたに 黒原1310050 谷福土井 谷口　茂信

15068-2048-2 1 231 丸宮土井 82.0 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

BBAAAA  原 去 27.08.26 きょうこ１ 黒　2461441 照長土井 横坂共栄農場

15068-2038-3 7 267 丸宮土井 82.2 菊俊土井 佐用郡佐用町平谷

AAAAAA 原 去 27.07.21 しげはる 黒　2289503 福芳土井 安岡　林

13658-2054-8 5 263 芳山土井 80.6 菊俊土井 神戸市北区淡河町神田

AAACBA  原 雌 27.07.25 みね 黒　2380571 鶴山土井 奥下　均

14447-3321-9 4 244 芳悠土井 79.4 菊俊土井 小野市昭和町

ABABBA 原 去 27.08.13 みやきく 黒　2362253 福芳土井 藤本　幹泰

15047-0630-6 8 241 照一土井 80.1 福芳土井 小野市長尾町

BAABAB 　 去 27.08.16 みかん 黒　2252626 幸豊土井 岡田　秀子

12396-6170-3 7 221 丸宮土井 80.1 光照土井 加西市別府町

BBACCA 原 去 27.09.05 まつり 黒原1309918 谷福土井 兵庫畜産技術センター

15047-0674-0 2 210 千代藤土井 77.6 菊西土井 加西市大内町

AACAAA  原 去 27.09.16 きくよ 黒　2428231 奥隼 藤原　護

13775-2052-8 3 265 芳山土井 80.6 丸宮土井 丹波市市島町寺内

AAABAA  原 雌 27.07.23 てるこ 黒原1579056 福芳土井 須原　喜一郎
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

13775-2049-8 3 269 丸宮土井 81.2 福芳土井 丹波市春日町上三井庄

BBAAAA  原 雌 27.07.19 ふくてる 黒原1524556 第２照久土井 山内　治郎

13775-2154-9 6 244 丸宮土井 81.0 菊俊土井 丹波市春日町野上野

CBAAAA 原 雌 27.08.13 ふくやま 黒原1459838 福芳土井 山本　昇治

13775-2069-6 5 273 丸宮土井 80.4 福広土井 丹波市氷上町沼

CBCAAA 原 雌 27.07.15 はるこ０８ 黒原1444381 照長土井 芦田　誠治

13775-2054-2 1 245 芳山土井 81.0 丸宮土井 丹波市市島町下竹田

AAABAA  原 去 27.08.12 みやてるひめ 黒原1634880 菊俊土井 須原　芳夫

13775-2167-9 4 233 芳悠土井 80.7 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

ABACBA  原 去 27.08.24 ふじなみ４の１ 黒原1546253 鶴丸土井 足立　尚之

13775-2041-2 2 279 芳山土井 81.5 丸宮土井 丹波市氷上町小谷

       　 去 27.07.09 やまみや３ 黒原1592286 福広土井 細見　忠和

13464-6146-3 6 262 丸宮土井 81.5 福芳土井 篠山市今田町市原

ABAAAA 原 去 27.07.26 のまふく５ 黒　2309186 安幸土井 古家後　康夫

13635-0015-2 3 237 芳山土井 79.7 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA  原 去 27.08.20 さち 黒　2413819 照菊波 山本　智明

13753-0502-8 8 249 芳山土井 81.4 照長土井 美方郡新温泉町切畑

ABACCA 原 去 27.08.08 きよちよ３ 黒原1331282 谷福土井 倉田　広美

13753-0501-1 8 264 芳悠土井 81.3 茂美波 美方郡新温泉町戸田

ABBBBA  原 去 27.07.24 しげみ 黒原1331294 改 茅菊波 井上　三千男

14516-8041-4 5 263 芳山土井 81.1 照一土井 香美町香住区丹生地

AAABAA 原 去 27.07.25 つるこ３ 黒原1482200 鶴山土井 淀　貴至

14348-8341-2 7 254 照忠土井 79.6 福芳土井 香美町村岡区味取

BAAAAB 　 去 27.08.03 ふくまる 黒　2289509 鶴丸土井 西山　勝
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

08603-9677-0 5 242 芳悠土井 80.1 菊俊土井 香美町村岡区和池

ABBCCA  原 去 27.08.15 てるひで４ 黒原1501761 福芳土井 西崎　武志

13542-6248-9 2 284 芳悠土井 80.4 照忠土井 香美町村岡区萩山

BABAAA  原 雌 27.07.04 てるひめ 黒原1605608 谷福土井 西村　忠一

13542-7063-7 8 286 芳山土井 80.8 第２照久土井 香美町村岡区熊波

CAACAA 原 雌 27.07.02 ふくよ８ 黒原1368925 幸福土井 井上　哲也

13542-7067-5 5 266 芳悠土井 79.4 丸福土井 香美町村岡区熊波

CBCBBA 原 雌 27.07.22 きくみ２の２ 黒　2363023 谷福土井 井上　哲也

13542-7211-2 4 259 芳悠土井 79.4 丸福土井 香美町村岡区味取

BBABAA  原 雌 27.07.29 よしまる 黒　2391463 福芳土井 阿瀬　稔

14542-3116-3 10 243 芳悠土井 80.7 照長土井 香美町村岡区境

ACBBBA 原 雌 27.08.14 ふるさと２ 黒原1331194 高育 菊俊土井 田中　一馬

13542-6148-2 7 300 芳山土井 81.1 福広土井 香美町村岡区長瀬

BAACAA  原 雌 27.06.18 ひろこ 黒原1404896 安幸土井 谷渕　正恵

13542-5807-9 8 290 照忠土井 81.5 福広土井 香美町小代区貫田

BABAAB 原 雌 27.06.28 ふくひろ２ 黒原1368885 照長土井 小林　義富

08609-7107-6 4 254 芳悠土井 80.6 照一土井 美方郡新温泉町久斗山

AABAAA  原 雌 27.08.03 てるふく 黒原1542186 鶴山土井 中村　文吾

13542-6120-8 5 212 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

ABACBA 原 雌 27.09.14 せつきく 黒原1467559 照長土井 村尾　和広

13542-6056-0 1 244 芳悠土井 80.3 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA  原 雌 27.08.13 ふくよし 黒　2461428 菊俊土井 中井　のり子

13542-6402-5 2 310 照忠土井 81.1 芳山土井 豊岡市但東町高竜寺

       　 雌 27.06.08 たかまる 黒　2435133 丸宮土井 小牧　成基
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雌： 125 雄： 去： 129 合計 254
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28年4月13日

血　　統 損　　徴

14302-0759-5 2 326 芳山土井 78.0 丸福土井 香美町小代区佐坊

BAABAA  原 去 27.05.23 みすとし１ 黒　2391471 菊俊土井 本上　純也

13758-5533-2 5 291 照忠土井 82.2 福芳土井 香美町小代区秋岡

AAAAAB 　 去 27.06.27 ひでふく 黒原1444318 菊安土井 今井　正人
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