
雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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

13637-7641-0 5 268 芳山土井 80.3 丸福土井 豊岡市但東町河本

BAACAA 原 去 27.10.19 みやふく 黒原1507996  北宮波 森井　正彦

13637-7973-2 8 262 照忠土井 81.1 菊宮土井 朝来市和田山町中

BAAAAA 原 去 27.10.25 みつみや 黒原1409492  光照土井 宮田　靖仁

13637-7974-9 5 248 丸典土井 81.1 福芳土井 朝来市和田山町中

CBBAAA 原 去 27.11.08 しげよし 黒原1489254  第２安鶴土井 宮田　靖仁

13417-5468-3 2 260 芳山土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA  原 去 27.10.27 ふくにしき 黒原1605632  照長土井 村尾　賢一

13637-7232-0 9 216 福芳土井 81.2 茂美波 美方郡新温泉町飯野

BBBCCC 　 去 27.12.10 しげふく 黒　2252569 育 菊俊土井 村尾　賢一

15068-2071-0 5 251 芳悠土井 79.6 菊宮土井 佐用郡佐用町豊福

BAAAAA  原 去 27.11.05 ふく 黒　2347328  照長土井 松本　義和

15068-2074-1 7 257 菊優土井 80.3 光照土井 佐用郡佐用町仁方

BAAAAA 原 去 27.10.30 ひめもと 黒　2269290  安幸土井 孝橋　求

15068-2080-2 6 284 丸宮土井 79.8 光照土井 赤穂市鷆和

BBAAAA  原 雌 27.10.03 よこふね 黒　2338243  福芳土井 後藤　清二

15082-5377-6 4 283 丸富土井 82.7 福芳土井 赤穂郡上郡町大持

AABCBA  原 去 27.10.04 さゆり７ 黒　2388906  照長土井 上郡高校

12527-2693-9 4 245 芳山土井 79.3 丸宮土井 三田市東山

AAACAA 原 雌 27.11.11 みやえみ 黒　2391501  宮照波 岡本　鷹司

14875-2864-3 6 323 丸宮土井 79.5 菊俊土井 小野市河合西町

BCAAAA  原 雌 27.08.25 たかよし２ 黒　2354000  福芳土井 堀井　光仁

13775-2203-4 10 263 芳悠土井 81.8 谷美土井 丹波市春日町黒井

AAABAA 原 去 27.10.24 もも 黒　2162843  鶴長土井 氷上高等学校

14755-7197-2 5 246 照忠土井 79.4 福広土井 丹波市市島町乙河内

BAAAAB 　 去 27.11.10 みその 黒　2368097  菊俊土井 荻野　浩

13775-2230-0 2 273 芳山土井 80.8 菊宮土井 丹波市柏原町石戸

AAABAA 原 去 27.10.14 しげみや 黒原1459832  福芳土井 徳田　順彦
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子牛せり市出場名簿平成28年7月13日

血　　統 損　　徴



雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

13775-2194-5 3 253 千代藤土井 80.7 福芳土井 丹波市市島町下竹田

AABBAA  原 雌 27.11.03 ふくえ 黒原1559169  照長土井 須原　芳夫

13775-2195-2 7 253 照忠土井 80.7 幸豊土井 丹波市市島町下竹田

CBBAAC 　 雌 27.11.03 ふくこ６の５ 黒原1429665  谷福土井 須原　芳夫

13775-2189-1 3 268 丸宮土井 79.1 照一土井 丹波市春日町野上野

BAAAAA  原 雌 27.10.19 なつてる 黒　2413842  鶴長土井 山本　昇治

13775-2192-1 1 270 芳悠土井 80.8 丸宮土井 丹波市市島町寺内

AAAAAA  原 雌 27.10.17 てるよし２ 黒原1624676  福芳土井 須原　喜一郎

15090-8669-4 5 283 芳山土井 81.2 菊俊土井 篠山市曽地口

AAACAA 原 雌 27.10.04 ひばり 黒　2380524  鶴丸土井 清水　健司

14210-1234-4 4 281 照忠土井 79.2 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 去 27.10.06 みつふく７ 黒　2391458  照長土井 森脇　薫明

14210-1235-1 2 277 照忠土井 81.4 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 去 27.10.10 あい４ 黒原1524400  照長土井 森脇　薫明

14300-0840-6 5 286 芳山土井 84.0 菊俊土井 香美町村岡区熊波

BAACAA  原 去 27.10.01 ふくつる４ 黒原1482224  照長土井 井上　哲也

14300-0841-3 4 271 芳山土井 81.1 照一土井 香美町村岡区熊波

AAABAA 原 去 27.10.16 うえふく２ 黒原1524413  谷福土井 井上　哲也

14516-8044-5 7 246 芳山土井 81.3 菊俊土井 香美町香住区丹生地

AAACAA 原 去 27.11.10 むらしげ２ 黒原1444271 高 福芳土井 淀　貴至

14542-3070-8 6 215 芳悠土井 82.0 福広土井 香美町小代区神水

BBBBBA 原 去 27.12.11 ゆうき 黒原1482201  照長土井 藤原　敏和

13542-6558-9 11 274 芳悠土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

BBACCA 原 去 27.10.13 てるなお３ 黒　2110260  照長土井 中井　雄次

14210-1190-3 4 282 芳山土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA  原 雌 27.10.05 きくもり３ 黒原1501799  第２安鶴土井 植田　秀作

13635-0019-0 5 286 芳悠土井 82.0 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

ABACBA  原 雌 27.10.01 はなえ 黒原1482264  福芳土井 山本　智明
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

14572-0731-8 11 265 芳山土井 81.0 照長土井 美方郡新温泉町戸田

BAACAA 原 雌 27.10.22 てるゆり 黒　2110256  谷福土井 井上　三千男

14542-3149-1 9 262 芳山土井 82.0 照長土井 香美町村岡区味取

AAABAA 原 雌 27.10.25 ゆきなが 黒原1271092 高 安幸土井 西山　勝

14542-3151-4 4 243 照忠土井 81.0 丸富土井 香美町村岡区味取

BAAAAA  原 雌 27.11.13 さだこ２の１ 黒原1501776  第２照久土井 西山　勝

13758-5523-3 4 293 芳山土井 81.1 照一土井 香美町村岡区丸味

BAABAA  原 雌 27.09.24 ５４ゆきふく 黒原1524402  第２安鶴土井 長瀬　五一

14516-8059-9 7 261 芳山土井 81.1 福芳土井 香美町村岡区神坂

AAABAA 原 雌 27.10.26 つるよし 黒原1404852  照長土井 伊沢　正一

15089-6474-0 6 260 宮菊城 81.5 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

BAACAB 　 去 27.10.27 かなえ２ 黒　2338228  菊道土井 小池　一博

15089-6473-3 6 261 丸宮土井 82.2 福広土井 宍粟市一宮町東河内

CCBAAA 　 去 27.10.26 まちふく 黒　2338225  鶴山土井 小池　一博

15049-0718-5 16 252 宮菊城 81.0 菊高土井 宍粟市波賀町道谷

BBAAAC 　 去 27.11.04 きよたか 黒　2009560  菊照土井 岸本　章弘

15018-0903-1 4 276 丸宮土井 80.2 福広土井 豊岡市日高町広井

BAAAAA 原 去 27.10.11 ふくみ 黒原1507990  谷美土井 水嶋　芳彦

13542-6496-4 6 283 丸富土井 80.3 福広土井 豊岡市引野

BBCBBA  原 去 27.10.04 きくこ 黒原1449799  第２安鶴土井 竹村　清志

13542-7127-6 4 254 千代藤土井 80.2 菊俊土井 朝来市和田山町土田

AACBAA  原 去 27.11.02 ふくのぶの１ 黒原1508025  谷福土井 川見　和秀

08623-5650-5 1 317 茂初波 81.5 丸富土井 朝来市和田山町安井

BABBAB 去 27.08.31 とみの 黒原1640970  茂広波 県北部農業技術センタ

08623-5648-2 1 330 芳悠土井 80.7 照美土井 朝来市和田山町安井

       　 去 27.08.18 てるたき 黒　2463002  菊俊土井 県北部農業技術センタ

08623-5654-3 1 308 丸明波 80.7 茂康波 同性複数産子 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.09.09 かねやす 黒　2462998  丸宮土井 県北部農業技術センタ
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

13542-6606-7 7 251 芳悠土井 80.6 菊俊土井 豊岡市但東町佐々木

BAACAA 原 雌 27.11.05 いなとし 黒原1423411  照長土井 西　幸信

13722-4831-1 5 252 宮弘波 80.2 照一土井 豊岡市宮井

CCCCCA 原 雌 27.11.04 なるみ 黒原1489163 改 奥隼 綿田　謙

13542-6408-7 6 250 照忠土井 81.7 福広土井 豊岡市但東町高竜寺

BAABAA 原 雌 27.11.06 きよみ５ 黒原1449821  照長土井 小牧　伸典

13542-6990-7 4 250 照忠土井 80.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

AAAAAA 原 雌 27.11.06 みなよ 黒原1528543  菊俊土井 上垣　勇吾

13637-7808-7 5 218 丸宮土井 81.1 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBABAA  原 雌 27.12.08 のみち 黒原1489246  菊道土井 高橋　副武

13637-7820-9 12 209 芳悠土井 83.5 照長土井 養父市大屋町若杉

AAABAA 原 雌 27.12.17 いかり 黒原1299819  谷美土井 高橋　本明

15068-2055-0 2 309 芳山土井 80.1 照一土井 佐用郡佐用町口金近

AAACAA  原 去 27.09.08 はる 黒　2432163  菊俊土井 田辺　裕基

15248-2113-3 4 241 芳悠土井 81.0 菊俊土井 佐用郡佐用町横坂

ABABAA  原 去 27.11.15 ゆきなが６ 黒　2402106 高 照長土井 矢内　忠司

13833-1989-5 4 285 千代藤土井 80.5 丸宮土井 佐用郡佐用町平谷

BACAAA 原 去 27.10.02 おかはやし 黒　2396529  光照土井 安岡　林

13868-1901-9 5 283 丸宮土井 81.0 福広土井 宍粟市山崎町葛根

CBBAAA  原 去 27.10.04 ひろはな 黒　2347309  第２安鶴土井 吉岡　慎治

13518-8554-4 5 294 宮弘波 80.0 鶴山土井 相生市矢野町真広

BBCCCA 原 去 27.09.23 さかもと４７１６ 黒　2362287  谷美土井 坂本　修一

12527-2694-6 1 244 千代藤土井 80.7 丸福土井 三田市東山

       　 雌 27.11.12 ふく 黒　2465287  福広土井 岡本　鷹司

15068-4040-4 4 289 芳山土井 81.0 丸宮土井 川辺郡猪名川町紫合

AAABAA 原 去 27.09.28 くっきい 黒　2398416  谷福土井 森田　和子

14355-0614-3 14 319 丸宮土井 81.3 谷福土井 小野市万勝寺町

CBAAAA 原 雌 27.08.29 みやちあき１ 黒　2056775  照長土井 宮下　俊子
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

15047-0657-3 4 279 丸宮土井 77.8 菊俊土井 小野市広渡町

CBAAAA 原 雌 27.10.08 ふくみ４ 黒　2384193  谷福土井 前田　勇雄

15270-2265-0 6 223 千代藤土井 80.2 菊宮土井 丹波市柏原町柏原

BABAAA 原 雌 27.12.03 みちる 黒　2347276  谷福土井 下山　一彦

13775-2224-9 5 243 照忠土井 81.5 福芳土井 丹波市山南町北和田

AAAAAA 原 雌 27.11.13 ぎんな 黒原1524529  菊俊土井 松浪　三千美

15270-2261-2 4 204 芳悠土井 82.8 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

AAABAA  原 雌 27.12.22 みやなお 黒原1559162  菊俊土井 足立　尚之

13775-2212-6 9 243 照忠土井 80.8 菊俊土井 丹波市春日町野上野

CAAAAA 　 去 27.11.13 すみれ２ 黒原1336576 改 幸豊土井 山本　昇治

13775-2197-6 11 253 芳山土井 80.2 菊俊土井 丹波市市島町岩戸

AAACBA 原 去 27.11.03 きくよしつる 黒原1300033  照岸土井 大槻　良

13775-2196-9 5 248 照忠土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

BAABAA 原 去 27.11.08 ふくとし 黒原1449575  安谷土井 須原　芳夫

13775-2158-7 1 274 芳山土井 79.8 照一土井 丹波市市島町下竹田

       　 去 27.10.13 なみてる 黒　2444546  福芳土井 須原　芳夫

15090-8678-6 5 281 丸宮土井 80.0 菊俊土井 篠山市曽地口

BBABBA 原 雌 27.10.06 あんみつひめ５ 黒　2396557 高 照菊波 清水　健司

13669-1298-3 11 254 茂広波 80.0 越照波 美方郡新温泉町海上

CCBCCC 　 去 27.11.02 てるさち 黒　2146411  茂金波 尾崎　栄太郎

14300-0819-2 10 303 丸富土井 80.0 福芳土井 美方郡新温泉町井土

BBCCCA 原 去 27.09.14 てるひめ６ 黒原1299713  菊照土井 岸　厚子

13542-7081-1 15 274 菊西土井 82.0 幸豊土井 香美町小代区神場

BCCCCA 　 去 27.10.13 ゆきとよ 黒原1126990 高 谷福土井 上治　秀正

14300-0827-7 6 277 芳悠土井 81.6 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

BBACCA 原 去 27.10.10 てつふく 黒原1482191  菊照土井 谷渕　侑生

14210-1236-8 5 269 照忠土井 82.8 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAAAAA 原 去 27.10.18 ひさまる 黒原1444360  鶴丸土井 森脇　雄一
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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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血　　統 損　　徴

14542-3134-7 10 251 芳山土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 27.11.05 ひさとし 黒　2209110  福芳土井 森脇　雄一

14210-1238-2 9 250 照忠土井 80.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 27.11.06 ふくとし 黒原1368950 高育改 鶴丸土井 森脇　雄一

14300-0844-4 12 267 芳山土井 82.6 照長土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 去 27.10.20 よしふく 黒原1271079 高育改 谷福土井 井上　哲也

14300-0839-0 13 306 芳悠土井 81.5 菊安土井 香美町村岡区熊波

ABABBA 原 雌 27.09.11 きくひめ 黒原1237404  谷福土井 井上　哲也

14560-1246-3 4 303 茂広波 80.6 福芳土井 香美町村岡区境

ACBCCB  原 雌 27.09.14 ふくえ２の１ 黒原1555095 改 菊道土井 田中　一馬

14560-1248-7 3 297 芳山土井 81.0 菊西土井 香美町村岡区境

AAABAA  原 雌 27.09.20 てるとよにし 黒原1592062  幸豊土井 田中　一馬

13436-5676-3 12 316 芳山土井 81.5 照長土井 香美町小代区秋岡

BABBBA 原 雌 27.09.01 たまひめ 黒原1206234  谷福土井 今井　正人

14516-8049-0 15 294 照忠土井 81.8 第２鶴雪土井 香美町小代区秋岡

CBCAAC 　 雌 27.09.23 さちふく 黒原1126996 高 安幸土井 今井　正人

13635-0021-3 4 254 芳山土井 82.0 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 雌 27.11.02 ひでやす 黒原1524460  菊道土井 山本　智明

15049-0710-9 5 255 丸富土井 80.3 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

       　 去 27.11.01 ふくとし 黒　2347294  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

15049-0712-3 1 221 丸宮土井 79.3 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

BBAAAA  原 去 27.12.05 さちよし 黒　2461438  鶴山土井 大封アグリ　一宮牧場

15089-6472-6 7 265 芳悠土井 82.1 鶴山土井 宍粟市一宮町東河内

ABBBBA 原 去 27.10.22 こはく 黒　2309171  照長土井 小池　一博

13637-7898-8 1 254 芳悠土井 80.3 千代藤土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA  原 去 27.11.02 きくちよ１２ 黒原1594209 改 照明土井 宮田　貴身仁

14560-1197-8 1 287 宮喜 79.5 照一土井 養父市大屋町宮本

CACAAA  原 去 27.09.30 あきほ６の１ 黒　2442909  菊波土井 寺尾　智也
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

13542-6499-5 1 234 千代藤土井 79.7 丸宮土井 豊岡市引野

AAAAAA  原 去 27.11.22 ますてるこ５ 黒　2472125  芳山土井 竹村　清志

13637-7642-7 13 255 菊西土井 83.0 谷福土井 豊岡市但東町河本

BACBBC 　 去 27.11.01 もりとよ 黒原1172281  安幸土井 森井　正彦

08623-5657-4 1 301 芳悠土井 80.7 菊郷土井 朝来市和田山町安井

       　 去 27.09.16 さとみつよし 黒　2463016  茂広波 県北部農業技術センタ

08623-5646-8 2 338 丸尚土井 80.0 石義丸 朝来市和田山町安井

BBCAAA  原 雌 27.08.10 いしよしまる 黒原1592306  福俊土井 県北部農業技術センタ

08623-5653-6 1 308 丸尚土井 81.1 宮喜 朝来市和田山町安井

       　 雌 27.09.09 みやよしまる 黒原1640971  石義丸 県北部農業技術センタ

13542-6605-0 8 255 芳山土井 81.8 菊俊土井 豊岡市但東町佐々木

AAACAA 原 雌 27.11.01 としふく 黒原1369006  谷福土井 西　幸信

13542-6407-0 5 265 照忠土井 79.7 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

AAABAA 原 雌 27.10.22 はるな２ 黒　2294597  菊俊土井 小牧　成基

13542-6987-7 11 286 芳悠土井 81.6 菊伸土井 養父市大屋町蔵垣

AABAAA 原 雌 27.10.01 ゆうがお 黒原1271540  鶴山土井 上垣　勇吾

13637-7818-6 1 220 芳山土井 80.7 千代藤土井 養父市大屋町若杉

AAABAA  原 雌 27.12.06 あかり 黒原1627792  照長土井 高橋　本明

13637-7828-5 4 201 丸典土井 83.4 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CBBAAA  原 雌 27.12.25 てるみつ 黒　2368136  照長土井 高橋　副武

15068-2063-5 2 273 丸富土井 80.1 福芳土井 佐用郡佐用町口金近

AABCCA  原 去 27.10.14 たかてる７ 黒　2450337  照長土井 田辺　裕基

15052-9868-8 11 305 丸宮土井 79.8 福芳土井 ＥＴ産子 佐用郡佐用町口長谷

AAAAAA 原 去 27.09.12 せいしん８６０ 黒　2304017  照長土井 林　良夫

15068-2035-2 2 291 千代藤土井 81.0 芳山土井 宍粟市山崎町与位

AABAAA  原 去 27.09.26 としよし 黒　2441456  鶴丸土井 中坪　みどり

15068-2081-9 3 262 丸富土井 79.8 福広土井 赤穂市鷆和

       　 去 27.10.25 ふくふね 黒　2423294  光照土井 後藤　清二
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

15167-1681-2 5 269 芳悠土井 80.0 菊宮土井 神戸市西区神出町紫合

CCBBCA 　 去 27.10.18 よういちろう 黒　2360098  鶴光土井 淵上　晋

13393-4780-4 3 258 丸富土井 80.2 光照土井 神戸市西区神出町

BACCBA  原 雌 27.10.29 みつはる 黒　2431375  谷福土井 池本　俊彦

15047-0635-1 9 288 芳山土井 80.2 菊俊土井 小野市長尾町

BAACBA 原 雌 27.09.29 としみ 黒　2226842  照長土井 岡田　秀子

15047-0672-6 2 286 福芳土井 78.3 丸富土井 加西市大内町

AAABBA  原 雌 27.10.01 てるとみ 黒　2418413  照長土井 藤原　護

13775-2185-3 9 299 芳山土井 81.8 菊俊土井 同性複数産子 丹波市柏原町下小倉

BAACAA 原 去 27.09.18 こうふく１の３ 黒原1271224  照長土井 上田　真吾

13775-2186-0 10 299 芳山土井 81.8 菊俊土井 同性複数産子 丹波市柏原町下小倉

BAACAA 原 去 27.09.18 こうふく１の３ 黒原1271224  照長土井 上田　真吾

13775-2208-9 6 277 丸宮土井 81.5 福広土井 丹波市氷上町油利

BABAAA  原 去 27.10.10 みやふく 黒原1459831 高 照長土井 山本　定夫

13775-2190-7 2 259 丸宮土井 80.0 福芳土井 丹波市春日町野上野

ABAAAA  原 去 27.10.28 よしなつ 黒原1601490  鶴長土井 山本　昇治

13775-2191-4 2 272 丸宮土井 81.2 福芳土井 丹波市市島町寺内

ABAAAA  原 雌 27.10.15 ぎんひまご 黒原1610932  菊俊土井 須原　喜一郎

15270-2266-7 3 224 照忠土井 81.6 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BAAAAA 原 雌 27.12.02 みつふくよし 黒原1488934  照長土井 下山　一彦

13775-2160-0 2 261 芳悠土井 81.2 丸宮土井 丹波市市島町下竹田

       　 雌 27.10.26 てるまさ 黒原1610933  照一土井 須原　芳夫

13775-2157-0 5 282 千代藤土井 81.0 福広土井 丹波市市島町下竹田

AACBBA 原 雌 27.10.05 やすこ 黒原1459834  菊照土井 須原　芳夫

14348-5971-4 7 232 芳悠土井 80.4 菊俊土井 篠山市乾新町

BAACBA 原 去 27.11.24 やちよ 黒　2347286  鶴丸土井 小西　弘

15090-8677-9 4 255 照忠土井 80.6 菊俊土井 篠山市曽地口

BAABAA 原 去 27.11.01 なつみ 黒　2396561  谷福土井 清水　健司
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

14572-0736-3 7 298 芳山土井 80.5 照一土井 香美町村岡区神坂

BAAAAA 原 去 27.09.19 さきてる 黒原1444261 高改 谷福土井 伊沢　正一

14516-8053-7 5 281 芳悠土井 80.4 菊俊土井 香美町村岡区神坂

ABACBA 原 去 27.10.06 みわよ 黒原1524382  福芳土井 伊沢　正一

14516-8040-7 4 281 照忠土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BAABAA  原 去 27.10.06 ふくえ６ 黒原1524396  福広土井 小林　操

14542-3153-8 5 278 照忠土井 81.1 福芳土井 香美町村岡区味取

BAAAAA 原 去 27.10.09 きくふく１ 黒原1464006  第２安鶴土井 西山　勝

14542-3157-6 5 274 芳山土井 80.5 丸福土井 香美町村岡区味取

BAACAA  原 去 27.10.13 ひでふく９の７ 黒原1482186  谷福土井 西山　勝

14516-8061-2 4 241 照忠土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

CAAAAA 去 27.11.15 ふくとし 黒原1542181 改 照長土井 竹下　与輔

14516-8058-2 9 254 芳山土井 79.4 鶴山土井 美方郡新温泉町丹土

BBAAAA 原 去 27.11.02 ふく７ 黒　2188824  菊照土井 県立但馬牧場公園

14210-1191-0 6 260 芳山土井 79.7 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

BAACBA 原 雌 27.10.27 てるかね 黒　2309194  照長土井 植田　秀作

13542-6064-5 6 275 芳悠土井 83.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

ABACBA  原 雌 27.10.12 ゆきひめ７ 黒原1482266  菊俊土井 中井　のり子

13542-6068-3 9 254 芳山土井 84.3 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 雌 27.11.02 あきかつ 黒原1368864 高育改 菊照土井 中井　豊枝

14516-8047-6 9 274 照忠土井 80.3 菊俊土井 美方郡新温泉町井土

BAABAA 原 雌 27.10.13 ゆりかね３ 黒原1331241  谷福土井 岸　俊之

08609-7108-3 1 282 芳山土井 82.1 丸富土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 雌 27.10.05 むらしげ２の３ 黒原1639021  菊俊土井 中村　文吾

14216-0999-5 5 286 芳悠土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

AAACBA 原 雌 27.10.01 にしき５ 黒原1444285  福芳土井 谷渕　侑生

13758-5524-0 6 293 芳山土井 80.7 照一土井 香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 27.09.24 ４２みつふく５ 黒原1464014  谷福土井 長瀬　久美子
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

15049-0719-2 2 264 芳悠土井 80.8 丸富土井 宍粟市波賀町道谷

AABCBA  原 雌 27.10.23 てるひで５ 黒　2441455  福芳土井 岸本　章弘

14447-6458-9 6 335 芳山土井 81.0 福広土井 宍粟市一宮町東河内

AAACAA 原 雌 27.08.13 やすひろ 黒　2329913  照長土井 小池　一博

15049-0708-6 5 276 照美土井 79.3 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

BABCAA  原 雌 27.10.11 きくまる 黒　2369435  鶴丸土井 大封アグリ　一宮牧場

13542-6899-3 1 219 丸宮土井 80.6 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BBAAAA  原 去 27.12.07 さとみ２ 黒原1627784  菊俊土井 岩花　玉男

13542-6498-8 5 243 丸宮土井 80.7 福芳土井 豊岡市引野

BCAABA 去 27.11.13 よしひめ 黒原1489158  幸豊土井 竹村　清志

13542-6299-1 1 269 芳山土井 80.8 丸宮土井 豊岡市目坂

BAACAA  原 去 27.10.18 かのよ 黒　2472126  菊照土井 谷口　正徳

13542-6607-4 3 246 千代藤土井 79.6 芳山土井 豊岡市但東町佐々木

AABBAA  原 去 27.11.10 ながよし 黒　2431358  照長土井 西　幸信

08623-5659-8 3 292 芳悠土井 80.7 丸富土井 ＥＴ産子 朝来市和田山町安井

AABCAA  原 去 27.09.25 さねこ 黒原1559195  照長土井 県北部農業技術センタ

08623-5647-5 7 334 丸明波 79.7 茂国波 朝来市和田山町安井

       　 去 27.08.14 さかえ 黒　2275932  茂金波 県北部農業技術センタ

13637-7636-6 10 307 芳山土井 81.7 菊原波 豊岡市但東町河本

AAACBC 　 雌 27.09.10 もりたけ 黒原1271471  照菊波 森井　正彦

13542-7087-3 8 315 丸富土井 80.5 菊俊土井 朝来市神子畑

BABBAA 原 雌 27.09.02 きよとし 黒原1369062  谷福土井 仙賀　隆文

13637-7897-1 5 301 芳悠土井 81.0 照長土井 朝来市和田山町野村

ABACCA 原 雌 27.09.16 なみひめ８ 黒原1423570  照菊波 宮田　貴身仁

13637-7802-5 13 224 芳山土井 81.7 谷美土井 養父市大屋町若杉

BAACAA 原 雌 27.12.02 みその１ 黒原1239778  菊照土井 高橋　副武

13637-7826-1 7 194 丸宮土井 83.3 福広土井 養父市大屋町若杉

BABAAA 原 雌 28.01.01 すぎよ 黒原1449847  照長土井 高橋　副武
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

13637-7838-4 6 193 丸典土井 81.3 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 28.01.02 ひかり 黒原1489234  照長土井 高橋　本明

15068-2054-3 8 310 丸宮土井 81.5 福芳土井 佐用郡佐用町口金近

AAAAAA 原 雌 27.09.07 ゆう 黒　2219682  菊道土井 田辺　裕基

15068-2064-2 9 257 千代藤土井 80.3 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

AACBAA 原 雌 27.10.30 ふくみ 黒　2226845  照義土井 横坂共栄農場

13518-8555-1 5 290 芳山土井 80.0 宮弘波 相生市矢野町真広

AAACAA  原 去 27.09.27 よしたけ２の７ 黒　2369450  菊井土井 坂本　修一

13868-1900-2 6 290 丸宮土井 80.2 福広土井 宍粟市山崎町葛根

BAAAAA 原 去 27.09.27 よしゆき３ 黒　2329934  菊井土井 吉岡　慎治

14881-4789-8 5 300 丸宮土井 80.0 菊俊土井 川辺郡猪名川町紫合

ABABAA  原 雌 27.09.17 はまとし 黒　2380598  照菊波 森田　和子

12527-2692-2 5 272 丸富土井 80.1 菊俊土井 三田市東山

CBCBBA 原 雌 27.10.15 よねとし 黒原1477851  菊照土井 岡本　鷹司

15047-0659-7 12 262 丸宮土井 80.8 谷福土井 小野市広渡町

CBBAAA 原 去 27.10.25 みな 黒　2038671  第２安鶴土井 前田　勇雄

14754-3762-9 6 261 丸宮土井 78.3 宮照波 加西市常吉町

CCACBA 原 去 27.10.26 みやつるとし 黒　2309233  菊俊土井 県立農業大学校

13775-2211-9 8 251 丸宮土井 80.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BCAABA 原 雌 27.11.05 よしなお 黒原1368968 高 照長土井 上田　真吾

13775-2147-1 5 299 千代藤土井 82.5 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AACAAA 原 雌 27.09.18 あや 黒原1444394  第２安鶴土井 上田　真吾

13775-2148-8 2 299 照忠土井 81.4 丸宮土井 乳頭数不足 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 雌 27.09.18 まさみや 黒原1610925  谷美土井 その他 上田　真吾

13775-2223-2 8 252 千代藤土井 83.7 菊俊土井 丹波市山南町北和田

AACAAA 原 雌 27.11.04 ぎんほ 黒原1409604 高 谷美土井 松浪　三千美

13775-2213-3 6 235 照忠土井 82.0 福芳土井 丹波市市島町岩戸

AAABAB 　 去 27.11.21 ひろこ８ 黒原1409627  安幸土井 大槻　良
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

13775-2159-4 7 277 芳悠土井 81.5 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

ABABBA  原 去 27.10.10 おおみぞ３ 黒原1429661  照長土井 須原　芳夫

13775-2144-0 1 304 照忠土井 81.0 福芳土井 丹波市市島町下竹田

BAAAAA  原 去 27.09.13 ひめよしの 黒原1559168  菊照土井 須原　芳夫

15090-8676-2 3 250 照忠土井 81.0 福芳土井 篠山市曽地口

BAAAAA  原 去 27.11.06 さかえの２の３ 黒　2420158  幸豊土井 清水　健司

13635-0022-0 2 253 芳悠土井 78.5 照一土井 美方郡新温泉町塩山

       　 去 27.11.03 ともなみ 黒　2433939  福芳土井 山本　智明

14516-8064-3 8 272 照忠土井 82.0 鶴山土井 美方郡新温泉町高山

CABAAB 　 去 27.10.15 つるみ 黒　2252566  菊安土井 西村　英明

14542-3128-6 5 261 照忠土井 80.2 丸福土井 香美町小代区秋岡

CAAAAA 　 去 27.10.26 みやしげ 黒原1524441  福芳土井 今井　正人

14542-3124-8 9 250 照忠土井 81.3 福芳土井 香美町小代区秋岡

BAAAAA 原 去 27.11.06 ふくみや 黒原1331220 高育改 鶴丸土井 今井　正人

14542-3131-6 8 240 照忠土井 81.6 福広土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 27.11.16 はるか２ 黒原1404862 高育 鶴山土井 森脇　雄一

14542-3133-0 7 237 照忠土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 27.11.19 まさてる４ 黒原1404861  照長土井 森脇　雄一

14542-3132-3 10 231 芳悠土井 82.0 茂美波 香美町村岡区丸味

ACACCA 原 去 27.11.25 たかつる５ 黒原1331208 高改 菊照土井 森脇　雄一

14542-3121-7 2 253 芳悠土井 81.0 照一土井 香美町村岡区境

AAABAA  原 去 27.11.03 ひさてる 黒原1592064  福芳土井 田中　一馬

14542-3122-4 12 253 芳山土井 82.6 第２照久土井 香美町村岡区境

CABCAA 原 雌 27.11.03 ゆきひめ６ 黒原1237362  菊照土井 田中　一馬

14516-8043-8 4 254 芳山土井 80.5 菊俊土井 香美町香住区丹生地

AAACAA  原 雌 27.11.02 ゆめきく 黒　2391469  福広土井 淀　貴至

13354-0290-3 6 268 照忠土井 80.2 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA  原 雌 27.10.19 やすひら 黒原1404951  福芳土井 田中　充
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

14516-8056-8 1 271 芳山土井 81.0 菊毬土井 美方郡新温泉町海上

       　 雌 27.10.16 きくよし 黒原1639020  芳山土井 尾崎　広貴

14210-1192-7 6 246 芳悠土井 81.7 照広土井 美方郡新温泉町海上

BABBAA 原 雌 27.11.10 たけの８ 黒原1444376  谷福土井 植田　秀作

14210-1193-4 10 232 芳悠土井 80.6 照長土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 雌 27.11.24 ふくにしき 黒原1299758  菊安土井 植田　秀作

15111-0753-0 5 255 宮喜 81.2 福広土井 宍粟市千種町河内

CCCACA 原 雌 27.11.01 ひろまさ 黒　2347297  菊俊土井 林　繁樹

15111-0752-3 2 232 宮菊城 80.8 芳山土井 宍粟市千種町河内

AAABAA  原 雌 27.11.24 たまみ３ 黒　2437590  照長土井 林　繁樹

15111-0751-6 6 246 千代藤土井 81.3 福広土井 宍粟市波賀町斉木

BACAAA 原 去 27.11.10 ふく 黒　2309172  第２安鶴土井 舟積　一雄

14451-8524-6 6 229 丸宮土井 80.3 福芳土井 養父市建屋

BCAAAA  原 去 27.11.27 まさよし 黒原1467527  第２安鶴土井 大封　健太

13722-4828-1 6 260 宮弘波 81.2 菊俊土井 豊岡市宮井

CCCCCA 　 去 27.10.27 みや３ 黒原1467509  北宮波 綿田　正人

13542-6300-4 5 248 千代藤土井 83.8 福芳土井 豊岡市目坂

AACBBA 原 去 27.11.08 さくら 黒原1489171  照長土井 谷口　正徳

13637-7638-0 8 284 照忠土井 79.1 光照土井 豊岡市但東町河本

BAACAB 　 去 27.10.03 もりとし 黒　2252630  谷福土井 森井　正彦

08623-5656-7 1 302 芳悠土井 80.5 丸宮土井 朝来市和田山町安井

AAAAAA  原 去 27.09.15 しろみや 黒　2463019  宮菊城 県北部農業技術センタ

08623-5652-9 1 313 茂初波 79.3 照美土井 朝来市和田山町安井

       　 去 27.09.04 てるつばき 黒　2463020  丸宮土井 県北部農業技術センタ

13542-6497-1 6 254 芳山土井 79.5 菊宮土井 豊岡市引野

AAABAA 原 雌 27.11.02 なつみ 黒　2309204  谷福土井 竹村　清志

13542-6604-3 9 269 丸宮土井 81.6 谷石土井 豊岡市但東町佐々木

BAAAAA 原 雌 27.10.18 ふく 黒原1347502 高改 谷福土井 西　幸信
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

15018-0901-7 3 312 芳悠土井 80.1 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

AAACBA  原 雌 27.09.05 かえで２ 黒原1576334  福芳土井 中儀　吉郎

13542-6896-2 10 297 芳悠土井 80.8 北宮波 養父市大屋町宮垣

ACACCA 原 雌 27.09.20 やまはな 黒原1249390  第２安鶴土井 岩花　希

13637-7804-9 11 223 丸宮土井 82.2 照長土井 養父市大屋町若杉

CCBAAA 原 雌 27.12.03 ひめまつ 黒原1299816  谷福土井 高橋　副武

13637-7832-2 5 193 芳悠土井 81.8 福広土井 養父市大屋町若杉

BABCBA  原 雌 28.01.02 あめゆき 黒原1528548  幸豊土井 高橋　大樹

15068-2065-9 5 256 丸富土井 81.5 福俊土井 佐用郡佐用町福中

BACBBA 原 去 27.10.31 すいれん 黒原1384138  照長土井 吉田　朝雄

15068-2062-8 6 251 丸富土井 80.0 福広土井 佐用郡佐用町宇根

BACBBA 原 去 27.11.05 ともえ 黒　2347329  福芳土井 妹尾　良恵

14339-6852-3 5 243 丸宮土井 81.8 照一土井 姫路市夢前町新庄

BAAAAA 原 去 27.11.13 かつみや 黒　2386898  福芳土井 西影　昌久

15068-2082-6 5 234 照忠土井 81.0 鶴山土井 赤穂市木津

BABAAB 　 去 27.11.22 むつみ１ 黒　2329928  福俊土井 溝田　泰司

13541-0012-5 5 298 丸宮土井 82.1 福芳土井 乳頭癒着 加東市吉馬

       　 雌 27.09.19 とよふく 黒原1474727  幸豊土井 その他 戸田　稔

14881-4788-1 5 307 芳山土井 80.4 菊俊土井 川辺郡猪名川町紫合

AAACAA 原 雌 27.09.10 ちあき２ 黒　2380597  福芳土井 森田　和子

12053-4398-5 4 275 芳悠土井 79.2 宮弘波 神戸市西区神出町紫合

BCBBCA  原 去 27.10.12 みやひろきく 黒　2398428  菊宮土井 淵上　晋

15044-0679-4 5 245 芳悠土井 81.0 菊俊土井 小野市万勝寺町

AABCBA 原 去 27.11.11 みつひめきく 黒　2362247  福広土井 宮下　俊子

15047-0660-3 7 246 福芳土井 79.3 福俊土井 小野市広渡町

ABACCB 　 去 27.11.10 きくよ 黒　2275894  菊俊土井 前田　勇雄

13775-2153-2 5 286 千代藤土井 80.1 照長土井 丹波市春日町松森

BACBAA 原 雌 27.10.01 あきひめ 黒原1459840  谷福土井 秋末　一男
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

13775-2225-6 10 241 千代藤土井 81.1 照長土井 丹波市山南町北和田

BACAAA 原 雌 27.11.15 ゆみ 黒　2110245  鶴山土井 松浪　一志

13775-2155-6 5 292 丸宮土井 81.0 照一土井 丹波市市島町下竹田

BBAAAA  原 雌 27.09.25 まさてる 黒原1508337 高 北宮波 須原　芳夫

13775-2156-3 3 292 芳山土井 80.5 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

AAACAA  原 雌 27.09.25 みつや２ 黒原1579057  福芳土井 須原　芳夫

13775-2188-4 6 284 丸宮土井 81.0 福広土井 丹波市春日町鹿場

AAABAA 原 去 27.10.03 ならひろ 黒原1459839  光照土井 田川　良一

13775-2217-1 7 247 芳山土井 80.7 照一土井 丹波市氷上町井中

BABAAA 原 去 27.11.09 つるまさ２ 黒　2294633  鶴山土井 中澤　一夫

13775-2209-6 5 250 芳山土井 83.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 去 27.11.06 はまてる 黒原1488913  照長土井 上田　真吾

13775-2210-2 9 267 丸宮土井 81.0 照長土井 丹波市柏原町下小倉

CCBAAA 　 去 27.10.20 たかふく 黒　2221248  第２安鶴土井 上田　真吾

15090-8665-6 9 265 丸富土井 81.0 北宮波 篠山市今田町今田新田

BBCCCA 原 雌 27.10.22 もりみや２ 黒原1331057  照長土井 波多野　省三

14300-0842-0 5 270 芳山土井 82.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

AAACAA  原 去 27.10.17 おじろ１の１４ 黒原1482206 高 照長土井 井上　哲也

14300-0843-7 8 268 丸富土井 81.5 幸福土井 香美町村岡区熊波

CBCAAB 　 去 27.10.19 ゆきなみ 黒原1368922  鶴山土井 井上　哲也

14300-0820-8 10 295 芳山土井 81.6 照長土井 香美町村岡区味取

AAACAA 原 去 27.09.22 やすみ 黒原1299657 高育改 谷福土井 阿瀬　稔

14516-8055-1 13 299 芳悠土井 82.3 照長土井 香美町小代区秋岡

BBBBBA 原 去 27.09.18 ゆきふくの８ 黒原1206229 高育 谷福土井 小谷　よしの

14572-0730-1 5 295 照忠土井 80.3 丸福土井 美方郡新温泉町戸田

CABAAA 原 去 27.09.22 きくこ 黒　2363040  菊俊土井 井上　三千男

14516-8046-9 4 277 芳悠土井 78.7 照一土井 美方郡新温泉町井土

       　 去 27.10.10 おおまち 黒　2402094  照長土井 岸　厚子
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

13542-6069-0 5 245 芳悠土井 82.7 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AABBAA 原 去 27.11.11 あきひろ 黒原1444398  菊照土井 中井　勝

13542-6067-6 5 253 芳山土井 84.5 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 雌 27.11.03 みつふく３の２ 黒　2363032  菊俊土井 中井　のり子

13417-5467-6 10 263 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BBBAAB 原 雌 27.10.24 ふくこひめ 黒原1299735  菊照土井 村尾　賢一

13542-5341-8 3 275 照忠土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町岸田

BAABAA  原 雌 27.10.12 きくまる 黒原1559138  福広土井 田中　孝広

08609-7109-0 1 251 芳悠土井 81.7 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACBA  原 雌 27.11.05 おふく２の２ 黒原1650125  菊俊土井 中村　文吾

14542-3119-4 7 261 照忠土井 81.0 福広土井 香美町村岡区境

AAABAA 原 雌 27.10.26 よしふくきく２ 黒　2309192 高育 菊俊土井 田中　あつみ

14542-3120-0 7 253 芳山土井 80.0 菊俊土井 香美町村岡区境

AAACCA 原 雌 27.11.03 さち 黒原1444276  照長土井 田中　一馬

14516-8039-1 6 261 照忠土井 81.5 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAABAA  原 雌 27.10.26 きそひめ３ 黒原1404870  菊照土井 小林　操

14447-6457-2 5 315 丸宮土井 80.7 福芳土井 ＥＴ産子 宍粟市一宮町東河内

ABAAAA 原 去 27.09.02 ふくたけ 黒　2396536  照長土井 小池　一博

14447-6453-4 3 325 照忠土井 79.1 菊西土井 宍粟市一宮町東河内

BAAAAB 　 去 27.08.23 たまにし 黒　2396534  菊照土井 小池　一博

13637-7902-2 9 240 芳山土井 82.2 菊俊土井 朝来市和田山町野村

AAABAA 原 去 27.11.16 みやすず６ 黒原1369067 高 照長土井 宮田　貴身仁

13637-7901-5 1 248 丸宮土井 80.8 芳悠土井 朝来市和田山町野村

BAAAAA  原 去 27.11.08 ふくとみひさ１４ 黒　2472129  丸富土井 宮田　貴身仁

13542-6991-4 7 249 照忠土井 81.8 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA 原 去 27.11.07 まんげつふく 黒原1423415 改 照長土井 上垣　勇吾

13722-4829-8 3 281 宮菊城 80.8 丸宮土井 豊岡市宮井

ABAAAA  原 去 27.10.06 のりたけ 黒原1587509  奥隼 綿田　謙
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

13542-6461-2 1 323 照忠土井 81.0 福芳土井 豊岡市出石町暮坂

       　 去 27.08.25 ひさよし 黒原1640960  菊俊土井 旗谷　仁志

08617-5642-9 3 347 菊優土井 80.0 丸富土井 朝来市和田山町安井

AABBAA 原 去 27.08.01 ともみ 黒　2397820  北奥道 県北部農業技術センタ

08623-5644-4 1 343 菊優土井 80.6 石義丸 朝来市和田山町安井

BAAAAB  原 雌 27.08.05 いしなでしこ 黒　2463007  宮奥城 県北部農業技術センタ

13637-7640-3 10 279 千代藤土井 82.0 照長土井 豊岡市但東町河本

BACBAA 原 雌 27.10.08 もりてる 黒　2188810 育 奥秀 森井　正彦

13542-6897-9 7 224 芳山土井 81.1 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACAA 原 雌 27.12.02 たまえ 黒原1409474  照長土井 岩花　玉男

13637-7814-8 3 212 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

ABAAAA  原 雌 27.12.14 ふく３ 黒原1587516  照明土井 高橋　大樹

13637-7830-8 7 192 丸宮土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 雌 28.01.03 てるきち 黒原1409484  照長土井 高橋　大樹

13637-7836-0 2 186 芳悠土井 80.8 照武土井 養父市大屋町若杉

AAABBA  原 雌 28.01.09 ゆきひさ３ 黒原1627800  照長土井 高橋　副武

15068-2056-7 6 305 千代藤土井 80.0 福広土井 佐用郡佐用町口金近

AACAAA 原 雌 27.09.12 きくみふく３ 黒　2329902  照長土井 田辺　裕基

15248-2114-0 6 238 丸富土井 82.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

AABBBA 原 雌 27.11.18 まんてん 黒原1449860  鶴山土井 横坂共栄農場

15068-2051-2 9 306 千代藤土井 82.0 茂美波 佐用郡佐用町櫛田

AACAAB 原 雌 27.09.11 さゆり１ 黒　2207165  照長土井 竹内　隆

13719-0654-0 5 277 丸富土井 81.0 福芳土井 神崎郡市川町保喜

BBCBBA 原 去 27.10.10 きくとよ 黒　2354006  幸豊土井 松岡　千津子

13518-8553-7 2 306 丸宮土井 80.8 福芳土井 同性複数産子 相生市矢野町真広

       　 去 27.09.11 よしたけ２７の３ 黒　2441459  宮弘波 坂本　修一

12527-2691-5 4 289 芳山土井 78.2 丸福土井 三田市東山

       　 雌 27.09.28 ふくこ 黒　2410402  照長土井 岡本　鷹司
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

15047-0636-8 6 226 千代藤土井 79.0 福俊土井 小野市長尾町

AACAAA 原 去 27.11.30 おかてる 黒　2347331  照俊土井 岡田　秀子

13775-2216-4 4 221 芳山土井 81.4 菊俊土井 丹波市青垣町東芦田

BAACAA 原 雌 27.12.05 はなひめ 黒原1508331  照長土井 前田　貴雄

13775-2182-2 8 297 千代藤土井 82.0 照長土井 丹波市春日町鹿場

CACBBA 原 雌 27.09.20 こいちよ 黒原1342774  谷福土井 井上　良英

13775-2204-1 10 261 丸宮土井 81.2 照長土井 丹波市氷上町小谷

CCAAAA 　 去 27.10.26 きそづる 黒原1287188  第２安鶴土井 細見　忠和

13775-2219-5 9 251 照忠土井 81.2 菊俊土井 丹波市氷上町犬岡

CAAAAB 　 去 27.11.05 ひめか４ 黒原1300018  谷福土井 勢志　政和

13775-2187-7 4 282 千代藤土井 81.0 照菊波 丹波市春日町棚原

AACBBA  原 去 27.10.05 しずか 黒原1524553  照長土井 山本　智

13775-2202-7 2 279 芳悠土井 81.1 丸富土井 丹波市市島町乙河内

ABBBBA  原 去 27.10.08 かよ 黒原1601483  幸豊土井 谷垣　貞夫

13775-2218-8 9 251 丸宮土井 83.4 福芳土井 丹波市氷上町氷上

ABAAAA 原 去 27.11.05 きよみ 黒原1300024 改 菊照土井 元田　松雄

13775-2221-8 8 235 丸宮土井 81.5 鶴山土井 丹波市春日町野瀬

BBAAAA 原 去 27.11.21 つるひめ 黒原1369070  菊伸土井 細見　健次

13464-6133-3 3 271 芳悠土井 79.5 福芳土井 篠山市曽地奥

ABABBA  原 雌 27.10.16 あかね 黒　2410379  幸豊土井 岡本　栄一

13464-6131-9 7 295 芳山土井 82.0 菊俊土井 篠山市小多田

BAACAA 原 雌 27.09.22 すぎひめ 黒原1409624  菊照土井 松本　登喜雄

14210-1237-5 1 257 照忠土井 82.0 芳悠土井 香美町村岡区丸味

BABAAA  原 去 27.10.30 ここのえ 黒原1624630  照長土井 森脇　薫明

13753-0506-6 4 286 芳山土井 82.2 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 去 27.10.01 きく 黒原1524416  照長土井 森脇　雄一

14516-8069-8 5 249 芳山土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区神坂

AAACBA 原 去 27.11.07 てるとし 黒原1524381  谷福土井 伊沢　正一
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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7月13日

血　　統 損　　徴

14542-3152-1 5 262 芳山土井 80.8 丸福土井 香美町村岡区味取

BAABAA 原 去 27.10.25 なつこ２の１ 黒原1482185 改 谷福土井 西山　康子

14542-3150-7 1 259 照忠土井 79.6 芳山土井 香美町村岡区味取

       　 去 27.10.28 なみひで１１１ 黒　2461425  菊西土井 西山　勝

14201-0933-5 8 233 照忠土井 81.5 福芳土井 香美町小代区佐坊

AAABAA 原 去 27.11.23 つるよし 黒原1331223  照長土井 本上　純也

14516-8057-5 1 267 照忠土井 78.6 谷福土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAB 去 27.10.20 ふくしげ 黒　2461429  茂金波 尾崎　広貴

08603-9678-7 5 286 芳悠土井 81.1 菊俊土井 香美町村岡区和池

ACBCCA 原 雌 27.10.01 あんみつひめ４ 黒原1482148  照菊波 西崎　武志

13758-5528-8 6 272 照忠土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 27.10.15 ４３てるとし 黒原1464015  谷福土井 長瀬　五一

14516-8050-6 5 278 芳山土井 81.3 福芳土井 香美町小代区秋岡

AAABAA 原 雌 27.10.09 てるみ 黒原1501790  照長土井 今井　正人

14542-3125-5 4 250 照忠土井 81.4 菊俊土井 香美町小代区秋岡

BABBAA  原 雌 27.11.06 みかみ 黒原1542171  谷福土井 今井　正人

14516-8060-5 3 259 芳山土井 81.1 照忠土井 美方郡新温泉町多子

AAABAA  原 雌 27.10.28 ももこ 黒原1573923  菊茂土井 竹下　千江子

13542-6070-6 3 244 照忠土井 79.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA  原 雌 27.11.12 きくはなこ 黒　2413821  菊俊土井 中井　のり子

13542-6074-4 9 238 芳悠土井 84.8 照長土井 美方郡新温泉町飯野

AABCAA 原 雌 27.11.18 ひさふくなが 黒原1331289  谷福土井 中井　豊枝

15049-0717-8 6 282 丸宮土井 80.8 菊千代土井 宍粟市波賀町道谷

BBBABA 原 去 27.10.05 しげちよ 黒　2329918  安美土井 岸本　章弘

15049-0709-3 2 272 照美土井 80.7 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

AAABAA  原 去 27.10.15 なおふく 黒　2437596  照明土井 大封アグリ　一宮牧場

14447-6456-5 4 316 丸宮土井 80.7 福芳土井 ＥＴ産子 宍粟市一宮町東河内

ABAAAA 原 去 27.09.01 ふくたけ 黒　2396536  照長土井 小池　一博
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雌： 129 雄： 去： 150 合計 279
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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摘　　要

子牛せり市出場名簿平成28年7月13日

血　　統 損　　徴

15018-0905-5 5 206 丸宮土井 82.2 菊俊土井 豊岡市竹野町中村

BBABAA 原 去 27.12.20 なおみ 黒原1489169 改 福芳土井 加藤　一郎

13542-6337-0 7 208 芳悠土井 81.4 菊俊土井 豊岡市中郷

BAABAA 原 去 27.12.18 ふくみ２ 黒原1449798 高育改 鶴丸土井 新田　義孝

13722-4827-4 4 255 菊西土井 80.4 丸富土井 豊岡市宮井

AACBAA  原 去 27.11.01 さちとら 黒原1542194  照長土井 綿田　正人

13722-5113-7 9 271 丸宮土井 81.4 福芳土井 養父市八鹿町高柳

ACAABA 原 去 27.10.16 ふくえ３の１ 黒原1331119  照菊波 但馬農高

08617-5639-9 6 347 石義丸 79.3 宮奥城 朝来市和田山町安井

CBCABC 　 去 27.08.01 ひめか 黒　2340925  北宮波 県北部農業技術センタ

08617-5640-5 4 347 石義丸 79.3 丸宮土井 朝来市和田山町安井

CBCAAA 去 27.08.01 つばき４ 黒　2397819  照長土井 県北部農業技術センタ

08623-5645-1 3 340 丸尚土井 80.2 北森宮 朝来市和田山町安井

       　 雌 27.08.08 あきえ 黒原1559186  北谷松 県北部農業技術センタ

15018-0899-7 1 288 千代藤土井 80.1 石義丸 豊岡市竹野町三原

CACAAA  原 雌 27.09.29 たかね１ 黒　2472124  照長土井 加悦　大三郎

13542-6409-4 6 245 照忠土井 80.1 福俊土井 豊岡市但東町高竜寺

BAAAAB 原 雌 27.11.11 まゆ 黒原1409432  菊安土井 小牧　伸典

13542-7031-6 3 312 照忠土井 79.0 菊西土井 養父市大屋町蔵垣

BABAAA  原 雌 27.09.05 さふう 黒　2416016  照長土井 上垣　康成

13542-6988-4 6 270 千代藤土井 83.7 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

AABBAA 原 雌 27.10.17 ふくうめ 黒原1449844  第２鶴雪土井 上垣　勇吾

13637-7746-2 7 183 丸典土井 81.2 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBBAAA 原 雌 28.01.12 たみこ 黒原1331091  幸豊土井 高橋　副武

13637-7748-6 5 181 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAABAA 原 雌 28.01.14 なかよし 黒原1528560 改 照長土井 高橋　大樹
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