
雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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

13883-8824-7 4 243 芳悠土井 83.2 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA 原 去 28.08.12 ますみや１ 黒原1559064 菊俊土井 村尾　憲弘

13883-9245-9 4 266 照忠土井 78.0 福芳土井 美方郡新温泉町井土

BAAAAA  原 去 28.07.20 おおふく 黒　2413826 照長土井 岸　洋志

13883-8343-3 4 280 芳山土井 80.8 菊俊土井 香美町小代区神水

BAACAA 原 去 28.07.06 きくおおみぞ 黒原1524433 鶴山土井 毛戸　誠

13883-8585-7 5 274 芳悠土井 81.1 菊西土井 香美町村岡区境

BBBAAA  原 去 28.07.12 てるとよきく 黒原1555097 幸豊土井 田中　一馬

14778-0566-2 11 261 芳山土井 80.7 照長土井 香美町村岡区境

AAACBA 原 去 28.07.25 ふるさと２ 黒原1331194 高 菊俊土井 田中　一馬

14778-0572-3 8 260 芳悠土井 80.6 菊俊土井 香美町村岡区境

ABACBA 原 去 28.07.26 きそきくひめ 黒原1404891 谷福土井 田中　一馬

13883-9185-8 3 286 照忠土井 80.3 芳山土井 香美町村岡区味取

       　 去 28.06.30 てるよし 黒　2433935 照也土井 阿瀬　稔

13883-8357-0 2 259 照忠土井 82.0 芳悠土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 去 28.07.27 ゆきみ５ 黒原1624633 鶴丸土井 森脇　雄一

13883-8358-7 3 251 照忠土井 81.4 芳山土井 香美町村岡区丸味

       　 去 28.08.04 さとみ２ 黒原1592081 菊俊土井 森脇　雄一

13883-8400-3 2 279 芳悠土井 81.0 丸富土井 香美町村岡区神坂

AABBBA  原 雌 28.07.07 しめの 黒原1639009 福芳土井 伊沢　正一

13883-9222-0 12 295 芳悠土井 81.8 照長土井 香美町村岡区丸味

BABBAA 原 雌 28.06.21 みつふく５ 黒原1237464 高育 谷福土井 小林　操

13883-8597-0 4 282 照忠土井 80.7 芳山土井 香美町村岡区長瀬

BAAAAA  原 雌 28.07.04 さだきよ 黒原1559088 第２安鶴土井 谷渕　侑生

14778-0601-0 5 263 照忠土井 80.5 芳山土井 香美町小代区秋岡

BABAAB 原 雌 28.07.23 かんな 黒原1524442 第２鶴雪土井 今井　正人

13883-8394-5 4 247 芳山土井 79.7 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAACBA  原 雌 28.08.08 さち 黒　2413819 改 照菊波 山本　智明
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摘　　要

子牛せり市出場名簿平成29年4月12日

血　　統 損　　徴



雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

13883-8395-2 4 245 照忠土井 81.6 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

BABAAA 原 雌 28.08.10 ふくぎく 黒原1524459 谷福土井 山本　幸子

15111-0749-3 1 259 千代藤土井 79.1 丸宮土井 宍粟市千種町河内

AABAAA  原 去 28.07.27 みちなみ 黒　2485559 北宮波 林　繁樹

13637-7621-2 3 248 千代藤土井 83.4 照一土井 養父市養父市場

BACBAA  原 去 28.08.07 てるしげ 黒　2435137 茂丸波 吉村　英美

13883-8335-8 8 278 丸宮土井 79.8 光照土井 養父市大屋町蔵垣

BBBAAB 　 去 28.07.08 いちふく 黒　2294611 谷脇土井 上垣　康成

13883-8443-0 6 246 丸宮土井 79.7 福広土井 朝来市神子畑

CBBAAA 原 去 28.08.09 かつふく 黒　2334682 鶴丸土井 仙賀　隆文

13916-0673-4 5 275 丸宮土井 82.6 菊西土井 豊岡市目坂

ABAAAA  原 去 28.07.11 かりゆし３ 黒原1542196 菊安土井 谷口　正徳

13542-6476-6 6 283 千代藤土井 81.2 福芳土井 豊岡市日高町知見

AACAAA 原 去 28.07.03 さつきふく 黒原1299832 第２安鶴土井 山崎　豊志

13542-6470-4 2 264 照忠土井 81.0 福芳土井 豊岡市出石町暮坂

       　 去 28.07.22 ひさよし 黒原1640960 菊俊土井 旗谷　仁志

08653-5793-6 1 287 芳悠土井 80.4 茂池波 朝来市和田山町安井

       　 去 28.06.29 しげかず 黒　2488347 茂広波 県北部農業技術センタ

08653-5789-9 4 289 照美土井 80.8 芳恒土井 朝来市和田山町安井

CBCBBB 　 去 28.06.27 つねめろん 黒原1535103 菊川土井 県北部農業技術センタ

08653-5782-0 1 303 宮菊城 79.4 菊優土井 朝来市和田山町安井

BAABAA  原 去 28.06.13 さかえまさ 黒　2488350 宮奥城 県北部農業技術センタ

13542-6511-4 7 296 芳山土井 80.0 菊俊土井 豊岡市引野

AAACAA 原 雌 28.06.20 あいとし０８ 黒原1449800 照長土井 竹村　清志

13722-4853-3 12 280 千代藤土井 81.3 光照土井 豊岡市但東町唐川

BACAAA 原 雌 28.07.06 たにみつ 黒原1209560 菊道土井 中儀　吉郎

13637-7933-6 11 296 照忠土井 82.0 福芳土井 朝来市和田山町野村

BABAAA 原 雌 28.06.20 ふくよ６ 黒原1299827 第２安鶴土井 宮田　貴身仁
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

13883-8241-2 2 287 丸典土井 80.2 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

CBBAAA  原 雌 28.06.29 いずみ２の２ 黒原1608724 菊俊土井 上垣　勇吾

13637-7614-4 10 275 芳悠土井 81.7 照長土井 養父市建屋

BBCABA 原 雌 28.07.11 きみやす 黒原1331086 第２安鶴土井 野中　稔

15248-2256-7 8 239 千代藤土井 80.8 福俊土井 佐用郡佐用町口長谷

BACAAB 　 去 28.08.16 たから 黒　2309188 第２鶴雪土井 竹田　瞳

15248-2205-5 12 273 菊優土井 82.7 福俊土井 佐用郡佐用町福中

AABBAB 原 雌 28.07.13 あさみ 黒原1271453 菊照土井 吉田　朝雄

15068-2095-6 5 274 丸宮土井 80.2 光照土井 宍粟市山崎町葛根

       原 雌 28.07.12 かおる 黒　2329933 谷福土井 吉岡　慎治

15248-2242-0 3 267 千代藤土井 80.5 芳山土井 赤穂市木津

AABAAA  原 雌 28.07.19 むつみ２ 黒　2437599 菊原波 溝田　泰司

15173-3936-2 2 271 芳山土井 80.6 照一土井 多可郡多可町八千代区

AAABAA  原 去 28.07.15 きくひめ 黒　2448993 菊俊土井 有田　覚

13672-3872-3 3 285 千代藤土井 80.8 鶴神土井 三田市東山

       　 雌 28.07.01 つるこ 黒　2439205 福広土井 岡本　鷹司

14972-3331-5 5 263 芳悠土井 79.0 宮弘波 小野市昭和町

       　 雌 28.07.23 みや 黒　2362254 菊俊土井 藤本　幹泰

15044-0723-4 2 281 芳悠土井 80.1 丸富土井 小野市広渡町

BABBBA  原 雌 28.07.05 みなとみ 黒　2450336 谷福土井 前田　勇雄

15270-2510-1 11 282 芳悠土井 81.4 菊俊土井 丹波市春日町黒井

CCCBCA 　 去 28.07.04 ゆき 黒原1271226 改 照長土井 氷上高等学校

13972-2560-1 9 264 千代藤土井 82.0 照長土井 丹波市山南町北和田

AABAAA 原 去 28.07.22 きくなが 黒原1336551 菊安土井 松浪　三千美

15015-7216-4 1 283 照忠土井 80.5 芳山土井 丹波市市島町乙河内

BAABAA  原 去 28.07.03 あむろの３ 黒　2491610 菊俊土井 荻野　浩

15270-2491-3 8 294 千代藤土井 81.5 福広土井 丹波市氷上町油利

BACBBA 原 去 28.06.22 みやてるひろ４ 黒原1409596 照菊波 山本　定夫
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

15270-2541-5 5 250 千代藤土井 81.6 福芳土井 丹波市市島町下鴨阪

AABAAA  原 去 28.08.05 ふくひめ 黒原1536343 鶴丸土井 余田　ツギ子

14730-6232-8 6 273 菊優土井 80.8 福芳土井 篠山市郡家

AAACAA 原 去 28.07.13 きよちよ３の２ 黒　2347277 照長土井 松浦　俊明

14730-6237-3 7 266 丸宮土井 80.1 菊俊土井 篠山市今田町市原

BBABAA 原 去 28.07.20 ゆききく８ 黒　2347283 福芳土井 古家後　康夫

13883-9210-7 14 298 照忠土井 82.4 照長土井 香美町村岡区熊波

CACAAB 　 去 28.06.18 つるはな 黒原1206191 高改 安幸土井 井上　哲也

13883-9211-4 5 297 照忠土井 84.5 福広土井 香美町村岡区熊波

BABAAB 　 去 28.06.19 きくひめふく２ 黒原1444303 第２安鶴土井 井上　哲也

13883-8551-2 1 273 芳悠土井 80.4 茂康波 香美町村岡区味取

BABBAA  原 去 28.07.13 きくやす 黒　2493641 菊俊土井 西山　勝

13883-8389-1 9 276 石義丸 81.6 福広土井 ＥＴ産子 香美町香住区丹生地

BABAAA 原 去 28.07.10 ひろたか 黒原1409430 高育改 菊照土井 今西　修輔

14778-0521-1 12 248 芳山土井 81.3 菊俊土井 香美町小代区貫田

AAACBA 原 去 28.08.07 ふるさと１ 黒原1271123 谷福土井 小林　義富

14778-0506-8 7 263 芳悠土井 81.1 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

AAAAAA 原 去 28.07.23 つるひめ３ 黒原1464019 照長土井 竹下　与輔

13883-9241-1 1 263 芳悠土井 79.6 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA  原 去 28.07.23 くみきく 黒　2493649 照長土井 村尾　賢一

13883-9084-4 11 252 芳山土井 80.8 照長土井 美方郡新温泉町海上

BAACBA 原 去 28.08.03 ちはる７ 黒原1237400 菊安土井 植田　秀作

13883-8917-6 12 276 丸富土井 80.4 照長土井 美方郡新温泉町塩山

CACBAA 原 雌 28.07.10 りつこ 黒原1271165 改 菊安土井 山本　郁夫

13883-8781-3 16 248 丸明波 81.5 幸豊土井 香美町小代区神水

CBCAAB 　 雌 28.08.07 はるこ１３ 黒原1127013 改 菊照土井 藤原　吉子

14778-0565-5 10 263 芳悠土井 80.0 照波土井 香美町村岡区境

AABCAA 原 雌 28.07.23 てるふく 黒原1331193 谷福土井 田中　一馬
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

14778-0567-9 5 257 照忠土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区境

BAABAA  原 雌 28.07.29 ふくえ２の１ 黒原1555095 育改 菊道土井 田中　一馬

13883-8644-1 5 293 照忠土井 80.6 福広土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 28.06.23 ろくふく４ 黒原1482240 鶴丸土井 森脇　薫明

13883-8643-4 2 299 芳悠土井 80.8 丸富土井 香美町村岡区丸味

AABBBA  原 雌 28.06.17 ゆきふく 黒原1592073 福広土井 森脇　雄一

13883-8898-8 1 301 照忠土井 81.1 芳悠土井 香美町村岡区神坂

BAAAAA  原 雌 28.06.15 ひさふじ 黒原1653795 谷福土井 伊沢　栄一

15177-6531-4 6 264 宮菊城 80.6 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

ABACBB  原 雌 28.07.22 よしこ 黒　2347293 菊俊土井 小池　一博

13883-8056-2 2 298 芳悠土井 80.6 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

       　 去 28.06.18 れいこ 黒　2462984 福芳土井 小牧　伸典

13883-8057-9 9 294 芳山土井 82.4 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

BAACAA 原 去 28.06.22 まりな３ 黒原1331076 照長土井 小牧　伸典

13883-8111-8 10 277 石義丸 81.6 福広土井 ＥＴ産子 豊岡市但東町河本

BABAAA 原 去 28.07.09 ひろたか 黒原1409430 高育改 菊照土井 森井　正彦

13883-8113-2 9 277 丸宮土井 82.8 福芳土井 豊岡市但東町河本

ABAAAA 原 去 28.07.09 しずか 黒原1368981 高育 第２安鶴土井 森井　正彦

13637-7471-3 6 290 芳山土井 81.6 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BAACAA 原 去 28.06.26 ひろひできく 黒原1489223 照長土井 岩花　玉男

13637-7480-5 5 250 丸宮土井 81.5 福芳土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 去 28.08.05 てるふくてる２ 黒原1508010 照長土井 岩花　希

08653-5796-7 4 283 千代藤土井 81.0 茂広波 朝来市和田山町安井

AACCBA 原 去 28.07.03 かずみしげ 黒原1573993 照長土井 県北部農業技術センタ

08653-5797-4 9 280 芳悠土井 80.2 北丸土井 朝来市和田山町安井

AAACCA 原 去 28.07.06 さかえまる 黒原1391339 北宮波 県北部農業技術センタ

13637-7600-7 8 261 芳山土井 81.2 福芳土井 養父市養父市場

AAACAB  原 雌 28.07.25 よしみ 黒原1369037 改 菊安土井 吉村　英美
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

13883-8280-1 6 266 丸宮土井 81.4 照一土井 養父市大屋町宮本

CBBAAA 原 雌 28.07.20 もりひめ３ 黒原1467536 北宮波 寺尾　和敏

13722-4851-9 2 289 芳山土井 79.0 丸宮土井 豊岡市辻

AAACAA  原 雌 28.06.27 てるみや 黒　2462980 福広土井 猪師　英三良

13637-7714-1 8 275 石義丸 79.5 鶴丸土井 豊岡市宮井

CABAAB 　 雌 28.07.11 ふくみ 黒　2294593 谷福土井 綿田　謙

13637-7705-9 1 258 丸宮土井 80.5 福芳土井 豊岡市宮井

       　 雌 28.07.28 おとたちばな 黒　2496969 丸宮土井 綿田　謙

15248-2209-3 5 252 芳山土井 81.3 照長土井 佐用郡佐用町平谷

CABCAA 原 去 28.08.03 はやし 黒　2396528 照菊波 安岡　林

15248-2206-2 3 276 芳悠土井 80.3 照忠土井 佐用郡佐用町金屋

BABBAA  原 去 28.07.10 にしてる 黒　2441462 菊俊土井 大西　功

15248-2246-8 9 249 照忠土井 81.0 幸豊土井 宍粟市山崎町与位

CBBAAB 　 去 28.08.06 きくてる 黒　2226847 菊照土井 中坪　みどり

15248-2239-0 7 285 千代藤土井 80.7 谷福土井 神崎郡神河町猪篠

CACBAB 　 去 28.07.01 ふくひめ 黒　2338242 照長土井 藤原　幸子

13518-8636-7 1 272 千代藤土井 80.8 丸宮土井 三田市沢谷

AACAAA  原 去 28.07.14 なつ８３ 黒　2491624 照長土井 妻鹿　亮輔

15044-0722-7 8 283 芳悠土井 79.2 光照土井 小野市広渡町

BBBBBA 原 雌 28.07.03 みつみや 黒　2256501 第２安鶴土井 前田　勇雄

13655-2872-7 7 286 丸宮土井 79.3 福芳土井 小野市河合西町

ABAAAA 原 雌 28.06.30 はるよし 黒　2354002 第２照久土井 堀井　光仁

15044-0695-4 1 313 芳悠土井 80.0 丸宮土井 小野市万勝寺町

       　 雌 28.06.03 みやいずみ２の２ 黒　2456059 福芳土井 宮下　悦子

13972-2577-9 4 245 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BBAAAA  原 去 28.08.10 おおふく１ 黒　2405253 照長土井 上田　真吾

13972-2571-7 6 246 千代藤土井 80.8 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BABBAA 原 去 28.08.09 きくひめたに 黒原1488912 谷福土井 上田　真吾
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

15270-2513-2 8 266 丸宮土井 81.1 福俊土井 丹波市市島町下竹田

BBAAAA 原 去 28.07.20 はまとし 黒原1419309 菊照土井 須原　芳夫

13972-2553-3 2 254 芳悠土井 80.6 丸富土井 丹波市青垣町東芦田

AABBBA  原 去 28.08.01 きくまる 黒原1610930 菊俊土井 前田　貴雄

13972-2588-5 7 247 芳山土井 81.1 菊俊土井 丹波市春日町棚原

BAACBB 　 去 28.08.08 たつみふく 黒原1429650 谷福土井 山本　智

14730-6175-8 1 275 宮菊城 80.2 千代藤土井 篠山市今田町市原

AAAAAA  原 去 28.07.11 ちよふく 黒　2475086 福芳土井 古家後　康夫

14730-6202-1 7 323 芳山土井 82.7 福芳土井 篠山市倉本

AAACBA 原 去 28.05.24 ふくひめ 黒原1370056 谷福土井 宇杉　弘

14730-6233-5 8 252 丸宮土井 78.0 福俊土井 篠山市乾新町

CCBAAB 　 去 28.08.03 こつる 黒　2301527 第２安鶴土井 小西　弘

13883-8393-8 8 254 芳悠土井 81.5 福広土井 美方郡新温泉町塩山

AAACCA 原 去 28.08.01 てるにしき２ 黒原1404927 谷福土井 山本　斉

14778-0578-5 12 232 芳悠土井 82.5 幸豊土井 美方郡新温泉町塩山

BBBBBA 原 去 28.08.23 かねえ５ 黒原1271170 第２安鶴土井 山本　智明

13883-9244-2 6 256 芳悠土井 80.6 福広土井 美方郡新温泉町井土

BABBAA 原 去 28.07.30 ふくこ 黒原1444382 照長土井 岸　洋志

13883-8988-6 1 279 芳悠土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA  原 去 28.07.07 ふくみ 黒原1663722 福広土井 中村　文吾

13883-9233-6 14 280 丸富土井 80.6 照長土井 香美町小代区新屋

CBCBCB 　 去 28.07.06 しげふく２ 黒原1206159 高 菊照土井 中村　芳老

13883-8599-4 5 270 芳山土井 81.6 福広土井 香美町村岡区長瀬

BAABAA  原 去 28.07.16 まふみ 黒原1482192 菊照土井 谷渕　侑生

13883-9226-8 4 281 照忠土井 80.4 福芳土井 香美町村岡区神坂

AAABAA  原 去 28.07.05 しめふく 黒原1573912 福芳土井 伊沢　正一

13883-9227-5 6 279 照忠土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区神坂

AAAAAA 原 去 28.07.07 よしやま 黒原1482175 改 鶴山土井 伊沢　正一
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

13883-8707-3 4 309 鶴神土井 79.1 照也土井 香美町村岡区黒田

CBCAAB 　 雌 28.06.07 ながおかひめ 黒　2413784 育 照長土井 長岡　直美

14778-0513-6 9 268 照忠土井 82.5 福広土井 香美町村岡区丸味

CACAAA 原 雌 28.07.18 １１みつひろ 黒原1368959 照長土井 長瀬　五一

13883-8550-5 1 282 菊西土井 81.0 芳悠土井 香美町村岡区味取

       　 雌 28.07.04 ひでひさ 黒原1653818 丸福土井 西山　勝

13883-8552-9 6 269 芳山土井 80.0 照也土井 香美町村岡区味取

BABBAA 原 雌 28.07.17 よしはな５の１ 黒原1482184 福広土井 西山　勝

13883-9254-1 2 265 芳悠土井 80.3 丸富土井 香美町小代区秋岡

BACBAA  原 雌 28.07.21 まつよし 黒　2461426 照長土井 吉岡　芳彦

13883-8863-6 7 263 照忠土井 82.3 福芳土井 美方郡新温泉町丹土

BABAAA 原 雌 28.07.23 さかえ５の１０ 黒原1444351 高育 第２安鶴土井 西坂　嘉津美

13883-8817-9 1 327 照忠土井 81.0 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

       　 雌 28.05.20 かつみ３ 黒　2480522 菊俊土井 村尾　千代美

11427-3584-3 5 257 菊優土井 80.5 照一土井 宍粟市一宮町上岸田

BABBAB 原 雌 28.07.29 ふくいち 黒原1489251 菊安土井 大封アグリ　一宮牧場

13883-8117-0 6 245 丸典土井 80.3 福広土井 豊岡市但東町河本

CBCAAA 原 去 28.08.10 よしふくひろ 黒原1409435 照長土井 森井　正彦

13883-8120-0 4 232 照忠土井 80.5 宮奥城 豊岡市但東町河本

CACBAA 去 28.08.23 みやてる 黒原1561868 改 照長土井 森井　正彦

13883-8094-4 9 265 丸宮土井 82.0 照長土井 豊岡市但東町佐々木

CCBAAA 　 去 28.07.21 いなちよ 黒原1347501 第２安鶴土井 西　幸信

13883-8157-6 6 247 千代藤土井 81.1 宮奥城 豊岡市出石町暮坂

CBCABA 　 去 28.08.08 わかめの４ 黒原1449817 照明土井 旗谷　仁志

13637-7935-0 5 284 丸宮土井 81.0 照也土井 朝来市和田山町野村

BAAAAA 原 去 28.07.02 ふじなみ１０ 黒原1553227 菊俊土井 宮田　貴身仁

13637-7937-4 6 274 芳山土井 80.2 菊俊土井 朝来市和田山町野村

AAACBB 　 去 28.07.12 きくみ９ 黒原1508019 福芳土井 宮田　貴身仁
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

13637-7479-9 1 255 丸典土井 81.7 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA  原 去 28.07.31 たつひめ３ 黒原1667074 菊俊土井 岩花　玉男

13637-7611-3 7 271 照忠土井 81.4 福芳土井 養父市養父市場

AAABAA 原 去 28.07.15 あきみ 黒原1409458 高 鶴丸土井 吉村　英美

08653-5802-5 1 278 芳山土井 80.0 茂広波 朝来市和田山町安井

AAACBB  原 雌 28.07.08 みふじしげ 黒　2488354 芳藤土井 県北部農業技術センタ

08653-5788-2 4 290 芳山土井 80.6 茂広波 朝来市和田山町安井

ABACCB  原 雌 28.06.26 しげなみ２ 黒　2413853 茂美波 県北部農業技術センタ

13883-8333-4 9 285 芳悠土井 80.0 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BCBABA 原 雌 28.07.01 なみ 黒原1331109 第２安鶴土井 上垣　康成

13883-8242-9 11 277 照忠土井 81.8 福俊土井 養父市大屋町蔵垣

AAAAAA 原 雌 28.07.09 ふくすけ 黒原1299810 谷美土井 上垣　耕作

13883-8438-6 5 284 照忠土井 80.2 福芳土井 朝来市神子畑

BAAAAB  原 雌 28.07.02 はなふく 黒原1528561 菊安土井 仙賀　隆文

15248-2207-9 3 252 芳悠土井 80.4 丸富土井 佐用郡佐用町口金近

AABBAA  原 去 28.08.03 よしひめ 黒　2441463 光照土井 田辺　裕基

15248-2200-0 8 284 照忠土井 81.0 福芳土井 佐用郡佐用町本郷

BABAAB 　 去 28.07.02 よしひめ 黒　2299095 菊安土井 谷口　茂信

15068-2096-3 5 268 丸宮土井 81.2 福芳土井 宍粟市山崎町葛根

       原 雌 28.07.18 めぐよし 黒　2347308 菊道土井 吉岡　慎治

15012-8364-0 2 266 照忠土井 82.4 福芳土井 姫路市白鳥台

       　 去 28.07.20 よしみ２の１ 黒　2450343 丸福土井 石原　寛大

12176-3011-0 4 271 千代藤土井 81.0 芳山土井 川辺郡猪名川町紫合

AABAAA 原 雌 28.07.15 わかみや５ 黒　2421227 第２照久土井 森田　和子

15044-0721-0 9 285 丸宮土井 79.3 福芳土井 小野市広渡町

CCAABA 原 雌 28.07.01 えりこ 黒　2252622 第２安鶴土井 前田　勇雄

15197-0749-7 10 224 芳悠土井 79.5 照長土井 小野市長尾町

BBCBBA 原 去 28.08.31 かつみてる 黒　2207176 谷福土井 岡田　勇治
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

14972-3332-2 2 260 千代藤土井 80.1 照長土井 小野市昭和町

       　 去 28.07.26 てるひめ 黒　2461433 福芳土井 藤本　幹泰

15270-2511-8 7 281 丸宮土井 81.5 福広土井 丹波市市島町下竹田

CACAAA 原 雌 28.07.05 まつよ 黒原1409628 照長土井 須原　芳夫

13972-2554-0 6 268 丸富土井 81.0 菊宮土井 丹波市青垣町東芦田

BABBAA 原 雌 28.07.18 みさと 黒原1419303 谷美土井 前田　貴雄

15270-2535-4 9 273 千代藤土井 80.1 福芳土井 丹波市春日町棚原

AACBBA 原 去 28.07.13 みやふく 黒原1368965 北宮波 山本　浩

13972-2573-1 8 253 芳山土井 81.4 茂金波 丹波市柏原町下小倉

CAACBA 　 去 28.08.02 あやこ 黒　2174605 改 照長土井 上田　真吾

13972-2572-4 8 260 芳悠土井 81.4 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CBCBBA 原 去 28.07.26 としこ 黒原1336581 第２安鶴土井 上田　真吾

14730-6209-0 4 307 丸宮土井 80.0 福広土井 篠山市曽地奥

BBAAAA 原 雌 28.06.09 わたる 黒　2402112 光照土井 岡本　栄一

14730-6213-7 5 312 丸宮土井 80.5 福芳土井 篠山市小多田

BBAAAA 原 雌 28.06.04 さかえの２の２ 黒　2387669 幸豊土井 松本　登喜雄

14730-6174-1 4 284 千代藤土井 79.4 福芳土井 篠山市今田町市原

       　 雌 28.07.02 てるみや１１ 黒　2410388 菊俊土井 古家後　康夫

13883-8899-5 14 276 照忠土井 81.7 第２鶴雪土井 香美町村岡区神坂

CCBAAB 　 去 28.07.10 ひめつる 黒　2078752 安幸土井 伊沢　美智世

14778-0556-3 2 252 芳悠土井 81.6 丸富土井 香美町村岡区熊波

AABBBA  原 去 28.08.03 おおみぞ８の３ 黒原1639014 谷福土井 井上　哲也

14778-0555-6 6 239 菊西土井 79.4 丸福土井 香美町村岡区熊波

CACBBA 　 去 28.08.16 きくみ２の２ 黒　2363023 谷福土井 井上　哲也

14778-0568-6 14 243 芳悠土井 80.7 幸豊土井 香美町村岡区境

CCCABA 原 去 28.08.12 てるとよ 黒原1206206 高育 照長土井 田中　一馬

14778-0574-7 4 223 芳悠土井 81.0 菊西土井 香美町村岡区境

BBCAAA 原 去 28.09.01 てるとよにし 黒原1592062 幸豊土井 田中　一馬
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

13883-8384-6 3 250 芳悠土井 79.6 丸富土井 美方郡新温泉町井土

BACAAA 原 去 28.08.05 みやづる１ 黒　2363039 谷福土井 岸　洋志

14778-0577-8 11 252 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

CBBCBA 　 去 28.08.03 やましげ３ 黒　2174548 菊安土井 村尾　賢一

13883-9072-1 4 237 芳悠土井 80.7 照也土井 美方郡新温泉町海上

BABAAA  原 去 28.08.18 つつじ３ 黒原1559131 改 鶴山土井 安田　義幸

13883-8398-3 2 260 照忠土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAAAAA  原 雌 28.07.26 てるふく 黒原1639018 照長土井 中丘　亀雄

13883-8905-3 7 294 芳悠土井 81.0 照長土井 美方郡新温泉町諸寄

BBABAA 原 雌 28.06.22 つるちか 黒原1299779 菊安土井 田中　充

13883-8601-4 14 263 芳悠土井 81.8 照長土井 香美町村岡区長瀬

ABABBA 原 雌 28.07.23 よしえ２ 黒原1126963 第２安鶴土井 谷渕　芳市

13883-8338-9 13 285 芳悠土井 81.7 照長土井 乳頭癒着 香美町村岡区味取

       　 雌 28.07.01 みつえ 黒原1237456 第２安鶴土井 その他 阿瀬　稔

13883-8360-0 10 271 照忠土井 82.4 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABBBB 原 雌 28.07.15 ふくこ１０ 黒原1299669 菊照土井 森脇　雄一

13883-8364-8 2 271 芳悠土井 81.8 照忠土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 雌 28.07.15 ふくまる４ 黒原1624640 谷福土井 森脇　雄一

13883-8363-1 3 260 芳山土井 80.7 照忠土井 香美町村岡区丸味

BAABAA  原 雌 28.07.26 あにい 黒原1592084 茂美波 森脇　芙紗

14096-8937-7 6 253 丸宮土井 82.3 福広土井 宍粟市波賀町道谷

BBAAAA 原 去 28.08.02 たかこ 黒　2376695 菊高土井 岸本　章弘

13637-7570-3 3 249 千代藤土井 81.1 照一土井 豊岡市中郷

BACAAA  原 去 28.08.06 つつじ５ 黒原1608712 改 福広土井 新田　義孝

13883-8061-6 11 272 石義丸 81.6 福広土井 ＥＴ産子 豊岡市但東町高竜寺

BABAAA 原 去 28.07.14 ひろたか 黒原1409430 高育改 菊照土井 小牧　伸典

13883-8058-6 11 283 丸宮土井 82.8 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

CBAAAA 原 去 28.07.03 はるの 黒原1299841 高育 谷美土井 小牧　伸典
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

13722-4848-9 7 305 芳山土井 81.1 光照土井 豊岡市辻

AAACBA 原 去 28.06.11 ちひろ 黒原1449809 谷福土井 猪師　英三良

13883-8276-4 5 301 丸宮土井 79.0 福芳土井 養父市大屋町宮本

ABAAAA 原 去 28.06.15 みつやすよし 黒　2393916 菊俊土井 寺尾　智也

13637-7599-4 2 284 芳山土井 82.6 芳悠土井 養父市養父市場

AAACAA  原 去 28.07.02 みつふく 黒原1640964 菊俊土井 吉村　英美

08653-5803-2 7 277 丸宮土井 79.8 谷石土井 朝来市和田山町安井

CBAAAB 　 去 28.07.09 いしひめ 黒　2309220 奥秀 県北部農業技術センタ

08653-5804-9 5 275 宮喜 80.2 宮菊城 朝来市和田山町安井

CBCAAA 原 去 28.07.11 しろほたる 黒　2391499 菊川土井 県北部農業技術センタ

13542-6468-1 12 295 照忠土井 81.0 鶴山土井 豊岡市出石町暮坂

BAAAAB 原 雌 28.06.21 ちり 黒原1271478 育 菊道土井 旗谷　仁志

13883-8110-1 5 275 丸宮土井 80.4 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BBAAAA  原 雌 28.07.11 おかひめ２ 黒原1528523 谷美土井 森井　正彦

13883-8334-1 6 279 芳山土井 80.2 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BAACAA 原 雌 28.07.07 きい 黒原1467541 照長土井 上垣　康成

13637-7451-5 9 272 千代藤土井 81.5 福芳土井 養父市大屋町宮垣

BACBBB 原 雌 28.07.14 すずこ 黒原1331100 光照土井 岩花　希

13637-7476-8 6 270 芳悠土井 80.3 菊俊土井 養父市大屋町宮垣

AAABAA  原 雌 28.07.16 きくてるまさ 黒原1489219 高 照長土井 岩花　希

15248-2257-4 7 231 丸宮土井 81.5 福広土井 佐用郡佐用町横坂

BBBABA 原 去 28.08.24 ちょうちょ 黒　2347323 照菊波 横坂共栄農場

15248-2148-5 7 267 照忠土井 81.2 菊宮土井 佐用郡佐用町佐用

BAAAAB 　 去 28.07.19 みやぎく 黒　2329905 谷福土井 兵庫県立佐用高等学校

15248-2240-6 1 285 菊西土井 81.2 丸宮土井 神崎郡神河町猪篠

AABAAA  原 去 28.07.01 ほたる 黒　2476460 照長土井 藤原　幸子

13719-0656-4 6 265 芳悠土井 80.7 菊俊土井 神崎郡市川町保喜

BBBCCA 原 去 28.07.21 きくきよ 黒　2347315 第２鶴雪土井 松岡　千津子
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

14347-2068-7 5 266 千代藤土井 81.3 福芳土井 神戸市北区淡河町神田

AABBAA 原 去 28.07.20 しょうふく２２ 黒　2387692 菊俊土井 奥下　均

15197-0746-6 9 240 芳悠土井 79.8 光照土井 小野市長尾町

ABBBBA 原 去 28.08.15 みやふたみ６ 黒　2269298 谷福土井 岡田　秀子

15044-0692-3 6 272 丸宮土井 80.1 福芳土井 小野市万勝寺町

BBAAAA 原 去 28.07.14 みやいずみ２６ 黒　2376697 照長土井 宮下　悦子

14972-3330-8 5 274 芳山土井 81.0 菊俊土井 小野市昭和町

BBACBA 原 去 28.07.12 なかゆき１０ 黒　2369447 照長土井 藤本　幹泰

15270-2504-0 5 272 芳山土井 84.1 照長土井 丹波市春日町棚原

BAACAA 原 去 28.07.14 はるな 黒原1488945 谷福土井 山本　智

13972-2552-6 1 262 千代藤土井 81.0 丸宮土井 丹波市青垣町東芦田

AABAAA  原 去 28.07.24 たかとみ５ 黒原1662070 福芳土井 前田　貴雄

15270-2542-2 4 259 千代藤土井 82.0 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

AABAAA  原 雌 28.07.27 まちよしまる 黒原1569965 福芳土井 大槻　良

15270-2534-7 10 274 千代藤土井 82.1 福芳土井 丹波市春日町棚原

AABAAA 原 雌 28.07.12 ふみこ 黒原1300043 安美土井 山本　浩

13972-2574-8 10 285 芳悠土井 82.3 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BACBBA 原 雌 28.07.01 てるあき 黒原1342775 谷美土井 上田　真吾

14730-6238-0 6 260 丸宮土井 81.5 福芳土井 篠山市今田町市原

AAAAAA 原 雌 28.07.26 ふくまつ 黒　2347281 菊俊土井 古家後　康夫

14730-6226-7 5 270 芳山土井 80.8 丸富土井 篠山市曽地口

AAACAA 原 雌 28.07.16 きくまる 黒　2380529 菊安土井 清水　健司

13883-8944-2 6 293 芳山土井 79.0 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 28.06.23 はる 黒　2402091 福芳土井 中井　のり子

13883-8392-1 8 273 照忠土井 82.1 茂美波 美方郡新温泉町塩山

CACAAB 　 去 28.07.13 ともみ 黒原1331263 育改 照長土井 山本　智明

13883-8370-9 1 277 照忠土井 81.5 芳悠土井 美方郡新温泉町切畑

BAAAAA  原 去 28.07.09 ちはる２の２ 黒原1653823 改 菊俊土井 倉田　拓磨
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

13883-9235-0 16 271 芳山土井 82.6 谷福土井 美方郡新温泉町春来

BBBCBB 　 去 28.07.15 おおみぞ２の３ 黒原1127036 照長土井 福井　強

13883-8373-0 3 269 芳悠土井 81.2 照一土井 美方郡新温泉町久斗山

BABBAA  原 去 28.07.17 てるひめ 黒原1592135 菊俊土井 鎌田　活美

13883-8376-1 10 285 照忠土井 81.2 鶴丸土井 香美町小代区秋岡

CABBAA 　 去 28.07.01 きくふくまる 黒原1237343 谷福土井 今井　正人

13883-9229-9 5 294 芳悠土井 79.8 菊俊土井 香美町村岡区神坂

AAACBA 原 去 28.06.22 しめか 黒　2402079 福芳土井 伊沢　正一

13883-9212-1 9 288 照忠土井 80.8 第２照久土井 香美町村岡区熊波

CABAAA 　 去 28.06.28 ふくよ８ 黒原1368925 幸福土井 井上　哲也

13883-8403-4 10 266 丸富土井 82.4 照波土井 香美町村岡区熊波

BACBBB 　 去 28.07.20 きくひめなみ 黒原1331180 第２安鶴土井 井上　哲也

13883-9214-5 11 283 照忠土井 82.6 福芳土井 香美町村岡区熊波

AAAAAA 原 雌 28.07.03 ひろふく 黒原1299651 照長土井 井上　哲也

14778-0517-4 6 255 芳悠土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 雌 28.07.31 ５１としふく 黒原1501774 照長土井 長瀬　五一

13883-8797-4 4 291 照忠土井 80.4 福芳土井 香美町村岡区味取

BAAAAA  原 雌 28.06.25 たけよし３ 黒原1559090 照波土井 西山　勝

13883-8614-4 6 285 丸宮土井 81.1 照一土井 香美町香住区丹生地

CBBAAA 原 雌 28.07.01 つるこ３ 黒原1482200 鶴山土井 淀　貴至

14778-0505-1 5 266 芳悠土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

ABABBA  原 雌 28.07.20 えいこ１の１ 黒　2391472 福芳土井 竹下　与輔

13883-9083-7 7 256 照忠土井 80.2 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 雌 28.07.30 にしき２ 黒原1423399 菊安土井 植田　光隆

15177-6534-5 12 259 芳悠土井 81.5 照長土井 宍粟市一宮町東河内

AAABAA 原 去 28.07.27 てるひめ１ 黒原1237342 菊安土井 小池　一博

13883-8455-3 7 247 丸宮土井 81.2 菊俊土井 朝来市和田山町中

CBBAAA 原 去 28.08.08 としむすめ 黒原1467556 照長土井 宮田　靖仁
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

13637-7944-2 5 248 丸宮土井 80.7 芳寛土井 朝来市和田山町野村

BBAAAA 原 去 28.08.07 ひろふく１０ 黒原1553226 菊俊土井 宮田　貴身仁

13883-8426-3 3 233 芳悠土井 81.8 丸宮土井 養父市養父市場

BAABAA  原 去 28.08.22 くらら３ 黒原1594191 光照土井 吉村　英美

13637-7618-2 12 250 千代藤土井 81.8 照長土井 養父市建屋

BACAAA 原 去 28.08.05 まさなが 黒原1271500 高 谷福土井 野中　稔

08653-5806-3 2 273 照村土井 80.0 宮菊城 朝来市和田山町安井

AAAAAB 去 28.07.13 らみしろ 黒原1624826 照菊波 県北部農業技術センタ

08653-5807-0 2 273 照忠土井 80.7 茂初波 朝来市和田山町安井

BAAAAA  原 去 28.07.13 はつはな 黒　2463008 菊俊土井 県北部農業技術センタ

13542-6478-0 2 243 芳山土井 80.0 丸宮土井 豊岡市日高町知見

BAAAAA  原 去 28.08.12 さつきまる 黒　2462978 第２安鶴土井 山崎　豊志

13637-7706-6 6 259 芳悠土井 80.4 照一土井 豊岡市宮井

BABBAA 原 去 28.07.27 あかふく 黒原1489162 鶴丸土井 綿田　謙

13637-7707-3 8 243 丸宮土井 81.8 谷石土井 豊岡市宮井

CCBBAA 原 雌 28.08.12 みや 黒原1409416 育改 北宮波 綿田　謙

13883-8093-7 4 275 千代藤土井 81.6 菊西土井 豊岡市但東町佐々木

BACAAA 原 雌 28.07.11 きくひさ 黒原1576335 第２照久土井 西　幸信

13542-6471-1 8 264 芳悠土井 81.6 鶴山土井 豊岡市出石町暮坂

BCAABA 原 雌 28.07.22 よしわか 黒原1409428 菊照土井 旗谷　仁志

13542-6514-5 5 275 芳山土井 80.0 丸宮土井 豊岡市引野

AAABAA 原 雌 28.07.11 まるみ 黒原1542191 菊宮土井 竹村　清志

13637-7883-4 9 269 丸宮土井 79.7 鶴山土井 養父市建屋

CCBAAA 原 雌 28.07.17 さちつる 黒　2226830 安幸土井 大封　健太

13637-7617-5 2 286 照忠土井 81.0 福芳土井 養父市別宮

       　 雌 28.06.30 さつき２ 黒原1608719 福広土井 西谷　敏秀

15248-2211-6 4 251 丸宮土井 80.8 福広土井 佐用郡佐用町金屋

BBBAAA  原 雌 28.08.04 にしひろ 黒　2423292 菊俊土井 大西　功
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雌： 90 雄： 去： 144 合計 234
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29年4月12日

血　　統 損　　徴

14096-8912-4 2 302 宮菊城 80.3 芳悠土井 相生市矢野町真広

BAABAA  原 去 28.06.14 ともみ７の５ 黒　2456076 照長土井 坂本　修一

15173-3937-9 12 266 丸宮土井 80.5 北宮波 多可郡多可町八千代区

BCBABA 原 去 28.07.20 みやひめ 黒　2150914 照長土井 有田　覚

12176-3012-7 3 263 芳山土井 80.7 福広土井 川辺郡猪名川町紫合

AABCBA  原 去 28.07.23 ほまれ 黒　2444570 照長土井 森田　和子

13518-8637-4 1 257 芳悠土井 80.8 丸富土井 三田市沢谷

AABCAA  原 去 28.07.29 てるまさ 黒　2482944 福芳土井 妻鹿　亮輔

15044-0689-3 4 275 丸宮土井 80.3 菊西土井 小野市万勝寺町

BABAAA  原 去 28.07.11 みやいずみ４の３ 黒　2423275 福広土井 宮下　俊子

13655-2873-4 5 276 芳悠土井 80.1 菊西土井 小野市河合西町

       　 去 28.07.10 たかよし２の１ 黒　2407212 菊俊土井 堀井　光仁

13925-3773-0 7 293 丸宮土井 80.3 芳藤土井 加西市常吉町

AAAAAA 原 去 28.06.23 きくや 黒　2340929 照明土井 県立農業大学校

13972-2558-8 8 252 丸宮土井 82.0 福芳土井 丹波市氷上町氷上

BAAAAA 原 去 28.08.03 まどか２ 黒原1369071 高 菊俊土井 元田　育次

15270-2536-1 2 259 芳悠土井 80.1 丸宮土井 丹波市春日町野上野

BAAAAA  原 去 28.07.27 ゆきてる 黒原1601489 照長土井 山本　昇治

15270-2507-1 14 284 芳山土井 81.5 照長土井 乳頭癒着 丹波市春日町鹿場

BBACBB 雌 28.07.02 てるしげ２ 黒原1209472 第２安鶴土井 その他 井上　良英

13972-2566-3 8 275 千代藤土井 80.5 福俊土井 丹波市山南町北和田

AACBAB 原 雌 28.07.11 しずもち 黒原1409600 照長土井 田中　憲蔵

15270-2515-6 8 276 芳山土井 81.0 菊宮土井 丹波市市島町岩戸

BAABAA 原 雌 28.07.10 まちほ 黒原1429659 照長土井 大槻　良

14730-6239-7 3 255 丸宮土井 80.0 千代藤土井 篠山市今田町市原

       　 去 28.07.31 もえぎ 黒　2442896 菊俊土井 古家後　康夫

14730-6231-1 5 253 丸宮土井 81.0 菊俊土井 篠山市黒田

BBAAAA 原 雌 28.08.02 きくひめ 黒　2285317 菊原波 北山　清志
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血　　統 損　　徴

14972-3333-9 3 257 千代藤土井 80.8 福芳土井 小野市昭和町

AABAAA  原 雌 28.07.29 よしこ 黒　2437582 照長土井 藤本　佳大

13883-9247-3 4 293 茂初波 80.8 芳山土井 香美町村岡区丸味

AAABAB 　 去 28.06.23 ふるさと２ 黒原1559108 育改 菊俊土井 森脇　薫明

13637-7477-5 1 271 千代藤土井 79.5 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

       　 去 28.07.15 るみよし１の３ 黒　2496977 福芳土井 岩花　希

13883-8112-5 4 276 芳山土井 80.3 鶴丸土井 豊岡市但東町河本

BAACAA  原 去 28.07.10 つるまつ 黒原1542203 谷福土井 森井　正彦

13883-8106-4 9 301 芳悠土井 83.7 谷石土井 豊岡市但東町河本

BABAAA 原 雌 28.06.15 もりつる 黒　2252631 改 谷福土井 森井　正彦

08653-5810-0 10 268 照忠土井 80.4 菊俊土井 朝来市和田山町安井

BABBAA 原 去 28.07.18 みやぎく２ 黒原1340993 照長土井 県北部農業技術センタ

08653-5814-8 3 257 芳悠土井 80.7 茂康波 朝来市和田山町安井

BABAAA  原 去 28.07.29 かねやす 黒　2462998 丸宮土井 県北部農業技術センタ

08653-5815-5 2 256 丸宮土井 80.5 芳悠土井 朝来市和田山町安井

       　 去 28.07.30 まつひさ 黒　2463006 菊西土井 県北部農業技術センタ

08653-5816-2 6 256 茂初波 81.4 茂隆波 朝来市和田山町安井

CABAAC 去 28.07.30 しげひで 黒　2340926 照波土井 県北部農業技術センタ

08653-5817-9 1 255 菊西土井 80.2 照美土井 朝来市和田山町安井

BACBAB 去 28.07.31 さとみ 黒　2488365 福広土井 県北部農業技術センタ
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