
雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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

13883-8174-3 2 277 丸典土井 79.2 千代藤土井 朝来市和田山町土田

       　 雌 28.10.08 ふゆちよ 黒　2454117  照美土井 川見　和秀

13883-8124-8 2 284 照忠土井 80.3 丸宮土井 豊岡市但東町河本

BAAAAA  原 去 28.10.01 はるまつ 黒　2462982  照長土井 森井　正彦

13883-8126-2 6 279 芳悠土井 80.3 丸福土井 豊岡市但東町河本

BABCBA 原 去 28.10.06 みやふく 黒原1507996  北宮波 森井　正彦

13883-8129-3 8 260 千代藤土井 81.4 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BACBAA 原 去 28.10.25 たけぎく 黒原1409433 改 谷美土井 森井　正彦

13883-8457-7 5 280 丸典土井 78.0 照明土井 朝来市和田山町中

CBBAAA 　 去 28.10.05 ふくあき 黒　2402131  菊安土井 宮田　靖仁

13883-8460-7 5 277 丸典土井 79.7 福芳土井 朝来市和田山町中

CBBAAA 原 去 28.10.08 ゆりな３の５ 黒　2402133  菊俊土井 宮田　靖仁

13637-8028-8 5 264 芳悠土井 81.2 菊俊土井 朝来市神子畑

ABBCCA 原 去 28.10.21 第２とみぎく 黒原1542212 改 北宮波 仙賀　隆文

13883-8234-4 1 299 照忠土井 81.0 千代藤土井 豊岡市辻

AAAAAA  原 去 28.09.16 みちよ 黒原1667068  福芳土井 猪師　英三良

13883-8297-9 1 243 千代藤土井 80.7 宮喜 豊岡市城崎町飯谷

BACAAA  原 去 28.11.11 てるこ５ 黒　2496970  照長土井 北村　幸弘

13637-7870-4 3 245 芳山土井 80.0 丸福土井 養父市八鹿町高柳

BAACAA  原 去 28.11.09 みゆきまる 黒原1594217  照菊波 但馬農高

13637-7885-8 7 249 丸典土井 80.3 福芳土井 養父市建屋

CCBAAA 去 28.11.05 まさよし 黒原1467527  第２安鶴土井 大封　健太

13883-8409-6 2 280 丸若土井 80.4 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

       原 去 28.10.05 ゆみ２ 黒原1627786  照長土井 岩花　希

13883-8281-8 3 248 芳山土井 79.7 丸宮土井 養父市大屋町宮本

AAABAA  原 去 28.11.06 みゆき２の１ 黒　2442908  福芳土井 寺尾　稔

15564-0213-3 4 217 照忠土井 80.0 芳寛土井 養父市大屋町若杉

AAABAA  原 去 28.12.07 ひろし 黒原1576344  谷福土井 高橋　副武
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子牛せり市出場名簿平成29年7月12日
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日
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13722-5055-0 9 242 千代藤土井 82.4 照長土井 養父市大屋町若杉

BACAAA 原 雌 28.11.12 ますなが 黒原1369076  第２安鶴土井 高橋　副武

13883-8247-4 7 244 丸典土井 83.7 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

CBBAAA 原 雌 28.11.10 ふくうめ 黒原1449844  第２鶴雪土井 上垣　勇吾

13883-8296-2 9 282 芳山土井 80.7 照城波 豊岡市日高町石井

BBACAB 原 雌 28.10.03 ちなつ 黒　2269218  第２安鶴土井 安堵　正男

13883-8230-6 10 294 宮菊城 79.8 照長土井 豊岡市竹野町三原

BAABAA 原 雌 28.09.21 ぼたん４ 黒　2188809 育改 谷福土井 加悦　大三郎

13637-7724-0 9 235 照忠土井 81.5 幸福土井 豊岡市九日市中町

CABAAB 　 雌 28.11.19 ゆきなみ 黒原1368922 鶴山土井 谷山　道洋

15248-2261-1 10 301 千代藤土井 81.5 照長土井 佐用郡佐用町金屋

CACAAA 原 去 28.09.14 とのふく３ 黒　2171641 高 谷福土井 大西　功

14778-0233-3 8 280 菊優土井 80.3 光照土井 佐用郡佐用町仁方

BAAAAA 原 去 28.10.05 ひめもと 黒　2269290  安幸土井 孝橋　求

14778-0214-2 5 261 千代藤土井 82.6 谷美土井 佐用郡佐用町横坂

BACAAB 去 28.10.24 むらよし 黒　2338231  谷福土井 横坂共栄農場

15274-8366-6 5 314 芳悠土井 81.1 丸福土井 姫路市白鳥台

CABBAA  原 雌 28.09.01 第２よしみ 黒　2396550  照長土井 石原　寛大

15068-2101-4 4 267 丸富土井 79.3 照一土井 宍粟市山崎町葛根

CACBAA 原 雌 28.10.18 きらり 黒　2423296  第１満金波 吉岡　慎治

15477-5161-5 5 247 芳山土井 81.0 丸宮土井 川辺郡猪名川町紫合

AAABAA 原 去 28.11.07 くっきい 黒　2398416  谷福土井 森田　和子

15270-3879-8 1 246 芳山土井 79.8 千代藤土井 三田市東山

       　 去 28.11.08 ちよふく 黒　2497058 丸福土井 岡本　光史

15167-1688-1 2 250 丸宮土井 80.0 照忠土井 神戸市西区神出町紫合

BBAAAA  原 雌 28.11.04 さわてる 黒　2475057  福俊土井 淵上　晋

15197-0771-8 5 300 芳山土井 81.0 菊俊土井 小野市広渡町

AAACAA 原 雌 28.09.15 としみ２ 黒　2388892  福俊土井 前田　勇雄
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14875-9210-1 2 274 照忠土井 81.0 丸富土井 兵庫県加西市剣坂町

BABAAA  原 雌 28.10.11 はるみ 黒　2461435  照長土井 中村　弘直

13972-2672-1 6 234 芳山土井 80.8 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

       　 去 28.11.20 きそひめ６ 黒原1524487  福芳土井 上田　真吾

13972-2671-4 9 235 芳山土井 81.4 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BAACBB 　 去 28.11.19 ごいちよ３ 黒原1369060  谷福土井 上田　真吾

13972-2712-4 8 239 千代藤土井 82.0 福広土井 丹波市市島町岩戸

AABAAA 原 去 28.11.15 てつしげ０８ 黒原1429658 高改 安幸土井 大槻　良

15015-7223-2 2 293 丸宮土井 81.1 菊俊土井 丹波市市島町乙河内

BAAAAA  原 去 28.09.22 みつひめ２の７ 黒原1559153  照長土井 荻野　浩

13972-2697-4 7 214 芳山土井 79.3 菊俊土井 丹波市山南町北和田

       原 去 28.12.10 ふくまつ 黒　2343514 改 福菊土井 松浪　一志

13972-2665-3 9 257 芳悠土井 81.4 照長土井 丹波市柏原町柏原

BBBBBA 原 雌 28.10.28 たかひめ 黒原1380294 改 谷福土井 下山　一彦

13972-2612-7 7 287 丸宮土井 81.0 福広土井 丹波市春日町鹿場

AAAAAA 原 雌 28.09.28 ならひろ 黒原1459839  光照土井 田川　良一

13972-2656-1 9 245 照忠土井 82.2 福俊土井 丹波市氷上町横田

BABAAA  原 雌 28.11.09 こはま 黒原1336559  照長土井 足立　和人

13972-2643-1 4 255 芳悠土井 81.2 福芳土井 丹波市春日町上三井庄

ABACBA  原 雌 28.10.30 ふくてる 黒原1524556  第２照久土井 山内　治郎

14778-0291-3 8 293 丸宮土井 82.0 菊俊土井 篠山市小多田

CCAAAA 　 去 28.09.22 すぎひめ 黒原1409624  菊照土井 松本　登喜雄

14778-0618-8 8 284 照忠土井 81.1 福芳土井 香美町村岡区神坂

CAAAAA 原 去 28.10.01 つるよし 黒原1404852  照長土井 伊沢　正一

14778-0598-3 4 296 照忠土井 81.2 福広土井 香美町村岡区高津

CACAAA 　 去 28.09.19 てるみ 黒原1482181  照長土井 田中　博文

13883-8556-7 12 281 芳山土井 81.7 鶴丸土井 香美町村岡区味取

BABCAA 原 去 28.10.04 てるくに 黒原1237460 高育 照長土井 西山　勝
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13883-8557-4 12 281 芳山土井 81.0 鶴山土井 香美町村岡区味取

AAABAA 原 去 28.10.04 ふくこ２ 黒原1237462  谷福土井 西山　勝

13872-9584-3 6 228 芳山土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

AAACAA 原 去 28.11.26 ゆきひめ６の２ 黒原1444283  照長土井 谷渕　侑生

14778-0603-4 6 285 芳悠土井 80.2 丸福土井 香美町小代区秋岡

BABAAA 原 去 28.09.30 みやしげ 黒原1524441  福芳土井 今井　正人

13883-8992-3 3 277 芳山土井 84.0 照一土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA  原 去 28.10.08 ゆきひめ５ 黒原1592134  福芳土井 中村　文吾

13883-8993-0 2 268 芳悠土井 82.1 丸富土井 美方郡新温泉町久斗山

AABBAA  原 去 28.10.17 むらしげ２の３ 黒原1639021 改 菊俊土井 中村　文吾

14778-0595-2 11 274 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BBBBAB 　 去 28.10.11 ふくこひめ 黒原1299735  菊照土井 村尾　賢一

13883-8954-1 5 269 芳山土井 80.0 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 28.10.16 ゆきひめ７の１ 黒原1559127 育 福芳土井 中井　のり子

14778-0610-2 7 258 芳悠土井 79.7 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

BBBCCA 原 雌 28.10.27 てるかね 黒　2309194  照長土井 植田　秀作

14778-0611-9 5 255 芳山土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

BAABAA 原 雌 28.10.30 きくもり３ 黒原1501799  第２安鶴土井 植田　秀作

13542-6246-5 8 273 照忠土井 81.4 茂広波 美方郡新温泉町塩山

CBBBBA 原 雌 28.10.12 としみ 黒　2289514  第２安鶴土井 山本　郁夫

14778-0539-6 11 264 照忠土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区丸味

BABBAA 原 雌 28.10.21 ひでよし 黒原1331206 高 照長土井 森脇　雄一

14778-0540-2 10 258 芳悠土井 81.3 照長土井 香美町村岡区丸味

BCBCCA 原 雌 28.10.27 ふくつる 黒原1331280 高育改 菊照土井 森脇　雄一

13872-9303-0 13 232 芳山土井 82.0 照長土井 香美町村岡区丸味

AAACCA 原 雌 28.11.22 たかつる３ 黒原1271106 高 菊照土井 森脇　雄一

13872-9302-3 9 257 照忠土井 81.6 福広土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 28.10.28 はるか２ 黒原1404862 高育 鶴山土井 森脇　雄一
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13883-9022-6 1 327 照忠土井 81.8 芳悠土井 香美町村岡区和池

BABBAA  原 雌 28.08.19 たもり３ 黒原1663707  菊俊土井 西崎　武志

15460-0778-2 6 236 芳山土井 80.3 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

       　 去 28.11.18 ふくとし 黒　2347294  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

13637-7952-7 7 222 芳悠土井 81.0 菊俊土井 朝来市和田山町野村

ABACCA 原 去 28.12.02 ふじなみ８ 黒原1423571 高 幸豊土井 宮田　貴身仁

13883-8462-1 2 229 芳悠土井 80.1 丸富土井 朝来市和田山町中

BACBBA  原 去 28.11.25 あきまる 黒　2472130  福広土井 宮田　靖仁

13722-5053-6 4 243 芳山土井 80.6 菊俊土井 養父市大屋町若杉

AAACAA  原 去 28.11.11 ゆきひめとし３ 黒原1561900  照長土井 高橋　副武

13542-6817-7 12 229 芳悠土井 82.2 照長土井 養父市大屋町若杉

BCCBBA 原 去 28.11.25 ひめまつ 黒原1299816  谷福土井 高橋　副武

13883-8299-3 13 252 丸宮土井 80.8 照長土井 豊岡市但東町唐川

CBBAAA 原 去 28.11.02 けいこ 黒原1144374  谷福土井 中儀　吉郎

13637-7716-5 5 253 照忠土井 80.7 福芳土井 豊岡市宮井

BABAAA 原 去 28.11.01 わたふく 黒原1489164 改 鶴丸土井 綿田　謙

13883-8099-9 4 225 丸宮土井 79.6 芳山土井 豊岡市但東町河本

BAAAAA  原 去 28.11.29 ながよし 黒　2431358  照長土井 森井　正彦

13883-8136-1 2 231 千代藤土井 80.7 福芳土井 豊岡市但東町河本

AACBAA  原 去 28.11.23 ふくひさ 黒原1627773  照長土井 森井　正彦

13883-8125-5 7 284 丸富土井 84.1 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BACCBA  原 雌 28.10.01 ふみつる 黒原1409629 高 第２安鶴土井 森井　正彦

13883-8063-0 7 252 丸宮土井 81.7 福広土井 豊岡市但東町高竜寺

BAAAAA 原 雌 28.11.02 きよみ５ 黒原1449821  照長土井 小牧　伸典

13883-8158-3 12 338 芳悠土井 81.4 鶴山土井 豊岡市出石町暮坂

BCCABA 原 雌 28.08.08 さき 黒原1239761  菊安土井 旗谷　仁志

08653-5833-9 1 312 茂池波 81.3 茂広波 朝来市和田山町安井

       原 雌 28.09.03 たまひろ 黒　2497050  照一土井 県北部農業技術センタ
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08653-5828-5 7 327 丸宮土井 79.6 谷石土井 朝来市和田山町安井

CBAAAB 　 雌 28.08.19 はるひ 黒　2309217  北奥照 県北部農業技術センタ

14778-0223-4 10 239 芳山土井 81.4 照長土井 佐用郡佐用町福中

CAACAA 　 去 28.11.15 みつふく３ 黒　2174556  幸豊土井 吉田　朝雄

14778-0213-5 3 269 千代藤土井 80.1 福芳土井 佐用郡佐用町口金近

AABCAA  原 去 28.10.16 たかてる７ 黒　2450337  照長土井 田辺　裕基

14778-0224-1 6 256 芳悠土井 81.3 菊俊土井 佐用郡佐用町平谷

ABACBA  原 去 28.10.29 たかてる１の４ 黒　2388882  福芳土井 安岡　林

14721-6862-5 1 269 芳山土井 81.1 丸富土井 姫路市夢前町新庄

AAACAA  原 雌 28.10.16 めぐみ３の３ 黒　2502833  福芳土井 西影　昌久

15068-2102-1 5 266 丸富土井 81.3 菊俊土井 宍粟市山崎町葛根

BBCBBA  原 雌 28.10.19 おじろ７８ 黒　2362282  照長土井 吉岡　慎治

14096-8916-2 5 313 丸宮土井 80.4 菊西土井 相生市矢野町真広

CBBAAA 原 雌 28.09.02 たかふく６ 黒　2413847  福芳土井 坂本　修一

15173-3941-6 1 269 芳悠土井 80.1 丸宮土井 多可郡多可町八千代区

       　 去 28.10.16 みちふく 黒　2507911  照一土井 有田　覚

12176-3015-8 8 288 芳悠土井 81.2 照長土井 川辺郡猪名川町紫合

AAABBA 原 去 28.09.27 はまてる 黒原1409594  谷福土井 森田　和子

15270-3882-8 1 238 照忠土井 80.8 丸富土井 三田市東山

       　 去 28.11.16 とみひろ 黒　2497059 福広土井 岡本　光史

14881-4791-1 4 254 芳悠土井 80.2 光照土井 神戸市西区神出町

AABBBA  原 雌 28.10.31 みつはる 黒　2431375  谷福土井 池本　俊彦

15197-0772-5 2 293 芳悠土井 80.3 照一土井 小野市広渡町

       　 雌 28.09.22 さちひめ 黒　2456062  北宮波 前田　勇雄

15197-0753-4 10 260 丸宮土井 80.0 菊俊土井 小野市長尾町

CCBAAA 原 雌 28.10.25 いってつ 黒　2188887  第２鶴雪土井 岡田　秀子

13665-8706-8 1 274 芳山土井 79.8 丸富土井 加古郡稲美町印南

       　 去 28.10.11 こまる 黒　2497043  光照土井 丸尾　喜之

79

80

81

82

83

84

73

74

75

76

77

78

71

72



雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13972-2666-0 4 260 丸宮土井 81.6 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BBAAAA 原 雌 28.10.25 みつふくよし 黒原1488934  照長土井 下山　一彦

13972-2639-4 5 267 芳山土井 81.2 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 雌 28.10.18 さちふく 黒原1524520  菊俊土井 上田　真吾

13972-2640-0 6 271 芳山土井 82.5 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AAABAB 原 雌 28.10.14 あや 黒原1444394  第２安鶴土井 上田　真吾

13972-2651-6 10 262 照忠土井 79.1 第２菊武土井 丹波市青垣町檜倉

CABAAC 　 雌 28.10.23 ともきくたけ 黒　2132194  第２安鶴土井 足立　尚之

13972-2675-2 8 281 千代藤土井 81.5 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

AACBAA 原 雌 28.10.04 おおみぞ３ 黒原1429661  照長土井 須原　芳夫

15262-7227-8 1 267 芳悠土井 80.7 丸宮土井 丹波市市島町乙河内

AAAAAA  原 去 28.10.18 よしつる２６ 黒　2497073  菊俊土井 荻野　浩

13972-2628-8 8 281 芳悠土井 81.3 菊俊土井 丹波市山南町奥

AAACBA 原 去 28.10.04 きくふゆみ 黒原1429645  福芳土井 寺内　勇人

13972-2679-0 12 262 芳悠土井 80.2 菊俊土井 丹波市市島町岩戸

AAACBA 原 去 28.10.23 きくよしつる 黒原1300033  照岸土井 大槻　良

13972-2659-2 7 252 丸宮土井 81.5 福広土井 丹波市氷上町油利

BABBAA 原 去 28.11.02 みやふく 黒原1459831 高 照長土井 山本　定夫

15262-6244-6 6 292 芳山土井 80.0 菊俊土井 篠山市曽地口

AAACBA 原 去 28.09.23 あんみつひめ５ 黒　2396557 高 照菊波 清水　健司

14778-0296-8 6 288 千代藤土井 80.1 丸富土井 篠山市今田町市原

BACBAA 原 去 28.09.27 みりや 黒　2380525  菊俊土井 古家後　康夫

13883-9119-3 1 282 照忠土井 78.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAB 去 28.10.03 ふくさち 黒　2493650  越照波 尾崎　栄太郎

13883-8826-1 13 309 芳山土井 81.7 照長土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAB 　 去 28.09.06 みやてる 黒原1237338 高 安重土井 村尾　千代美

14778-0583-9 12 283 芳山土井 83.4 幸豊土井 美方郡新温泉町塩山

BAACAB 　 去 28.10.02 さつき２ 黒原1237393  菊道土井 山本　智明
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

14778-0615-7 10 273 芳山土井 80.3 菊俊土井 美方郡新温泉町井土

BBACCA 原 去 28.10.12 ゆりかね３ 黒原1331241  谷福土井 岸　俊之

13872-9475-4 10 255 照忠土井 80.4 福芳土井 香美町小代区神水

CABAAB 　 去 28.10.30 みつふく２の８ 黒原1331230  田森土井 毛戸　誠

13872-9334-4 10 260 照忠土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区境

BABAAA 原 去 28.10.25 てるこ３ 黒原1368935 高 幸豊土井 田中　一馬

13872-9335-1 13 260 芳悠土井 82.6 第２照久土井 香美町村岡区境

CCCCCA 原 去 28.10.25 ゆきひめ６ 黒原1237362  菊照土井 田中　一馬

13883-8341-9 11 296 照忠土井 81.6 照長土井 香美町村岡区味取

BAAAAA 原 去 28.09.19 やすみ 黒原1299657 高育改 谷福土井 阿瀬　稔

08322-0043-2 8 260 芳山土井 80.1 第２安鶴土井 香美町村岡区丸味

CAACAA 　 去 28.10.25 てるひめ７の２ 黒原1368946  照長土井 対中　広芳

14778-0542-6 3 264 照忠土井 80.6 芳山土井 香美町村岡区村岡

       　 去 28.10.21 ゆうき２の１ 黒　2441438  菊俊土井 美方ファーム㈱

14778-0619-5 1 265 芳山土井 80.0 照忠土井 香美町村岡区神坂

AAACAA  原 雌 28.10.20 さわひろ 黒　2493624 改 菊俊土井 伊沢　正一

13872-9473-0 7 244 照忠土井 81.5 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 28.11.10 きそひめ３ 黒原1404870  菊照土井 小林　操

13872-9362-7 9 281 芳山土井 81.7 照豊土井 香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 28.10.04 １４とよきく 黒原1384172  第２安鶴土井 長瀬　五一

13872-9518-8 8 293 丸宮土井 81.3 菊俊土井 香美町香住区丹生地

BAAAAA 原 雌 28.09.22 むらしげ２ 黒原1444271 高育 福芳土井 淀　貴至

14778-0551-8 10 316 芳悠土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

CBBBBA 原 雌 28.08.30 ふくとく 黒原1331299  谷福土井 田中　充

13872-9292-7 2 282 照忠土井 81.3 丸富土井 美方郡新温泉町切畑

BABAAA  原 雌 28.10.03 いつき 黒　2461427  鶴山土井 倉田　拓磨

13883-8953-4 3 275 丸明波 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA  原 雌 28.10.10 ふくよし１２ 黒原1592113  菊俊土井 中井　勝
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13883-8955-8 7 266 芳悠土井 80.6 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 雌 28.10.19 ぼたん 黒原1482273 高 菊俊土井 中井　のり子

15460-0777-5 6 255 芳悠土井 79.6 菊西土井 鼻梁鶏卵大白痣 宍粟市一宮町上岸田

       　 雌 28.10.30 ふじみや１ 黒　2402108  北宮波 その他 大封アグリ　一宮牧場

15564-0209-6 2 228 丸宮土井 80.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA  原 去 28.11.26 ありんこ 黒　2482895  照長土井 高橋　副武

15564-0211-9 14 221 芳悠土井 81.2 幸豊土井 養父市大屋町若杉

CBBBBA 原 去 28.12.03 ひめゆき 黒原1209498  菊安土井 高橋　本明

08653-5842-1 5 282 茂初波 81.2 丸福土井 朝来市和田山町安井

CABAAC 　 去 28.10.03 ふくまる 黒原1497626  菊安土井 県北部農業技術センタ

08653-5847-6 4 262 宮喜 80.3 芳山土井 朝来市和田山町安井

CBCCCA 原 去 28.10.23 みゆき 黒原1559187  宮奥城 県北部農業技術センタ

13883-8245-0 9 263 照忠土井 80.3 谷福土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA 原 去 28.10.22 なおうめ 黒原1331108  菊安土井 上垣　耕作

13542-6518-3 2 232 千代藤土井 81.1 福芳土井 豊岡市引野

AABBAA  原 去 28.11.22 ますてるこ６ 黒原1647534  照俊土井 竹村　清志

13883-8300-6 8 227 照忠土井 80.8 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

BAABAA 原 去 28.11.27 さつき 黒原1347498  第２安鶴土井 中儀　吉郎

13883-8127-9 2 273 照忠土井 80.6 芳山土井 豊岡市但東町河本

BAABAA  原 去 28.10.12 みやよし 黒　2462983  丸福土井 森井　正彦

13883-8122-4 6 292 丸宮土井 80.1 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CCABBA  原 雌 28.09.23 たけとし 黒原1449824  谷福土井 森井　正彦

13883-8235-1 7 286 千代藤土井 80.1 菊宮土井 豊岡市竹野町三原

BABAAA 原 雌 28.09.29 ぼたん８ 黒原1467503  谷福土井 加悦　大三郎

13883-8187-3 2 264 芳山土井 80.8 丸宮土井 豊岡市目坂

BAACAA  原 雌 28.10.21 かのよ 黒　2472126  菊照土井 谷口　正徳

13637-7869-8 6 245 照忠土井 80.0 福芳土井 養父市八鹿町高柳

BAAAAA 原 雌 28.11.09 すずらん 黒原1467517  菊俊土井 但馬農高

121

122

123

124

125

126

115

116

117

118

119

120

113

114



雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13883-8411-9 8 234 芳悠土井 81.1 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AABCBA 原 雌 28.11.20 たまえ 黒原1409474  照長土井 岩花　玉男

14778-0216-6 6 260 丸富土井 79.6 菊宮土井 佐用郡佐用町豊福

CACBAA 　 去 28.10.25 ふく 黒　2347328  照長土井 松本　義和

14778-0231-9 6 229 照忠土井 82.4 菊俊土井 佐用郡佐用町福中

BAAAAA 原 去 28.11.25 みやとし 黒　2396531  鶴山土井 吉田　朝雄

14778-0227-2 7 240 丸富土井 82.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

ABBBCA 原 去 28.11.14 まんてん 黒原1449860  鶴山土井 横坂共栄農場

13838-2306-4 7 243 千代藤土井 79.8 光照土井 赤穂市鷆和

AACBAA  原 雌 28.11.11 よこふね 黒　2338243  福芳土井 後藤　清二

15248-2251-2 4 269 丸富土井 80.8 福芳土井 宍粟市山崎町与位

BBCBBA 原 雌 28.10.16 としこ 黒　2369454  鶴丸土井 中坪　みどり

13518-8639-8 1 241 照忠土井 80.0 丸富土井 三田市沢谷

CACAAA 去 28.11.13 とみふく 黒　2491627  照也土井 妻鹿　亮輔

15270-3878-1 5 259 照忠土井 79.3 丸宮土井 三田市東山

BAAAAA 原 去 28.10.26 みやえみ 黒　2391501  宮照波 岡本　鷹司

13783-4790-2 2 296 千代藤土井 80.0 芳山土井 神戸市西区神出町

BABAAA  原 雌 28.09.19 しづこ１６ 黒　2465285  鶴山土井 池本　俊彦

15197-0776-3 2 278 丸宮土井 80.5 芳悠土井 小野市広渡町

ABAAAA  原 雌 28.10.07 しげみ 黒　2456061  鶴山土井 前田　勇雄

15197-0754-1 9 258 丸宮土井 80.1 福芳土井 小野市長尾町

BBAAAA 原 雌 28.10.27 みかん 黒　2252626  幸豊土井 岡田　秀子

14881-4775-1 9 245 千代藤土井 81.3 幸豊土井 加古川市志方町横大路

CACAAB 　 雌 28.11.09 えみこ 黒　2226825  谷福土井 松岡　功

13972-2649-3 5 261 千代藤土井 80.7 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

BABBAA 原 去 28.10.24 ふじなみ４の１ 黒原1546253  鶴丸土井 足立　尚之

13972-2674-5 6 276 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

BBACBA 原 去 28.10.09 ふくとし 黒原1449575  安谷土井 須原　芳夫
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13972-2660-8 10 260 芳悠土井 80.7 菊俊土井 丹波市山南町北和田

ABABBA 原 去 28.10.25 きくはな 黒原1336552  鶴山土井 堂本　義隆

13972-2670-7 2 259 千代藤土井 81.3 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AABBAA  原 去 28.10.26 はまの 黒原1642382  照菊波 上田　真吾

13972-2638-7 9 270 丸宮土井 80.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABAAAA 原 去 28.10.15 よしなお 黒原1368968 高 照長土井 上田　真吾

13972-2630-1 9 277 芳悠土井 82.0 照長土井 丹波市山南町奥

AAABAA 原 去 28.10.08 ふくまさてる 黒原1342764 高改 照菊波 寺内　勇人

13972-2680-6 5 256 芳山土井 80.2 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

BAABAA 原 雌 28.10.29 まるほ 黒原1546254  菊宮土井 大槻　良

13972-2633-2 5 292 千代藤土井 80.3 芳恒土井 丹波市山南町北和田

CACAAA  原 雌 28.09.23 つねこ 黒原1524527  照長土井 田中　憲蔵

13972-2667-7 7 263 照忠土井 81.7 福広土井 丹波市柏原町柏原

BABAAA 原 雌 28.10.22 よしみ 黒原1444399  福芳土井 下山　一彦

14730-6241-0 1 262 宮菊城 80.4 丸宮土井 篠山市今田町市原

AAAAAA  原 去 28.10.23 ゆきむら 黒　2442897  福芳土井 古家後　康夫

15262-6258-3 5 284 丸宮土井 80.6 菊俊土井 篠山市曽地口

BAAAAA 原 雌 28.10.01 なつみ 黒　2396561  谷福土井 清水　健司

13883-9025-7 8 287 芳山土井 80.8 菊俊土井 香美町村岡区和池

AAACBA 原 去 28.09.28 ゆきとら６ 黒原1404848  谷福土井 西崎　武志

14778-0526-6 6 281 照忠土井 82.8 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 28.10.04 ひさまる 黒原1444360  鶴丸土井 森脇　雄一

14778-0527-3 3 267 照忠土井 81.4 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAAAAA 原 去 28.10.18 あい４ 黒原1524400  照長土井 森脇　薫明

13872-9305-4 11 253 芳悠土井 82.0 茂美波 香美町村岡区丸味

ACBCCA 　 去 28.11.01 たかつる５ 黒原1331208 高改 菊照土井 森脇　雄一

13883-8559-8 7 280 照忠土井 81.1 菊俊土井 香美町村岡区味取

BAABAA 原 去 28.10.05 みのり 黒原1444292  福広土井 西山　勝
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13883-8546-8 11 279 芳山土井 80.8 菊俊土井 香美町村岡区味取

BAACAA 原 去 28.10.06 きくてる 黒原1299661 高 第２鶴雪土井 西山　勝

13872-9642-0 6 243 芳悠土井 78.7 照一土井 美方郡新温泉町久斗山

BABBAA 原 去 28.11.11 にしき５の１ 黒　2391487  菊俊土井 中村　文吾

13872-9643-7 1 214 芳悠土井 81.7 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

       　 去 28.12.10 よしふく３ 黒原1663725  照一土井 中村　文吾

13872-9462-4 3 232 照忠土井 81.5 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

       　 去 28.11.22 ふくよし 黒原1605633  丸福土井 尾崎　広貴

13872-9282-8 12 244 丸福土井 81.3 照長土井 美方郡新温泉町海上

CACBAA 　 去 28.11.10 つねふじ８ 黒原1299759  菊安土井 植田　秀作

14778-0594-5 7 299 照忠土井 81.6 福広土井 美方郡新温泉町飯野

CABAAB 雌 28.09.16 みつふく５ 黒原1444368  菊照土井 村尾　賢一

14778-0582-2 6 297 芳悠土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

BABBAA 原 雌 28.09.18 はなぎく 黒原1444363  照波土井 山本　智明

14778-0591-4 12 242 照忠土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 雌 28.11.12 ちよみ 黒原1271150  照長土井 田中　稔

14778-0587-7 5 255 丸宮土井 79.1 福芳土井 香美町香住区丹生地

ABABAA 原 雌 28.10.30 きくひさ１ 黒　2391468  菊俊土井 今西　修輔

13872-9332-0 10 297 照忠土井 80.5 菊俊土井 香美町村岡区境

CABAAA 原 雌 28.09.18 はるか 黒原1331196  照長土井 田中　一馬

14778-0558-7 5 314 芳悠土井 82.3 福芳土井 香美町村岡区熊波

AAABBA 原 雌 28.09.01 よしふく３ 黒原1444304 改 谷福土井 井上　哲也

14778-0564-8 8 295 芳悠土井 82.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

ABABBA 原 雌 28.09.20 ふくつる３ 黒原1444306  照長土井 井上　哲也

14778-0563-1 2 283 芳山土井 82.6 照一土井 香美町村岡区熊波

AAABAA  原 雌 28.10.02 はじめ２ 黒原1592059  安美土井 井上　哲也

15460-0755-3 2 237 丸宮土井 79.3 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

BBAAAA  原 雌 28.11.17 さちよし 黒　2461438  鶴山土井 大封アグリ　一宮牧場
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

08653-5827-8 4 329 丸富土井 81.2 照也土井 朝来市和田山町安井

BACBAA 原 去 28.08.17 みやなり 黒原1573994  芳寛土井 県北部農業技術センタ

08653-5836-0 2 289 芳悠土井 81.1 宮喜 朝来市和田山町安井

       　 去 28.09.26 みやよしまる 黒原1640971  石義丸 県北部農業技術センタ

13883-8171-2 4 298 芳山土井 79.8 照美土井 朝来市和田山町土田

AAABAA  原 去 28.09.17 ふゆみ 黒　2416019  菊俊土井 川見　和秀

13883-8453-9 9 283 芳悠土井 81.1 菊宮土井 朝来市和田山町中

BAABAA 原 去 28.10.02 みつみや 黒原1409492  光照土井 宮田　靖仁

13637-7951-0 6 251 照忠土井 80.6 福芳土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA 原 去 28.11.03 よしふく８ 黒原1467551  安重土井 宮田　貴身仁

13883-8096-8 5 275 丸宮土井 81.6 照一土井 豊岡市但東町唐川

BAAAAA 原 去 28.10.10 てるよし 黒原1528525  菊安土井 中儀　吉郎

13883-8079-1 8 300 丸宮土井 82.0 福広土井 豊岡市野上

ABABBA 原 去 28.09.15 やすひろ０７ 黒原1409409 高育 第２照久土井 西垣　富夫

13542-6516-9 7 262 千代藤土井 80.3 福広土井 豊岡市引野

BACAAA  原 去 28.10.23 きくこ 黒原1449799  第２安鶴土井 竹村　清志

13883-8133-0 8 234 芳悠土井 81.0 奥隼 豊岡市但東町河本

BCAABA 　 去 28.11.20 いなはや 黒　2269220 改 谷美土井 森井　正彦

13883-8131-6 9 252 芳山土井 79.1 光照土井 豊岡市但東町河本

AAACBB 原 雌 28.11.02 もりとし 黒　2252630  谷福土井 森井　正彦

13883-8130-9 8 264 芳山土井 81.5 菊俊土井 豊岡市但東町河本

AAACBB 原 雌 28.10.21 さおり５ 黒原1409424  谷福土井 森井　正彦

13637-7711-0 6 293 丸宮土井 80.2 照一土井 豊岡市宮井

CCBABA 原 雌 28.09.22 なるみ 黒原1489163 改 奥隼 綿田　謙

13722-5057-4 6 241 丸若土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

       原 雌 28.11.13 よしなり 黒原1489263  照長土井 高橋　大樹

13722-5063-5 12 239 照忠土井 81.4 幸豊土井 養父市大屋町若杉

CABAAB 　 雌 28.11.15 くみさち 黒原1237354  菊安土井 高橋　副武
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

14778-0206-7 1 297 丸富土井 82.3 芳悠土井 佐用郡佐用町口長谷

BABBAA  原 雌 28.09.18 さくらひめ 黒　2485557  菊俊土井 竹田　瞳

14778-0211-1 9 280 菊優土井 81.5 鶴山土井 佐用郡佐用町櫛田

BBBAAB 原 雌 28.10.05 きみとよ３ 黒原1368982  幸豊土井 竹内　隆

14778-0210-4 1 284 芳悠土井 80.8 丸富土井 佐用郡佐用町口金近

AAABAA  原 雌 28.10.01 ゆうこ 黒　2493656  福芳土井 田辺　裕基

14096-8918-6 9 274 芳悠土井 79.7 鶴山土井 相生市矢野町真広

BBBBBA 原 雌 28.10.11 さかもと８４５５ 黒　2247585  菊原波 坂本　修一

13838-2312-5 7 277 芳悠土井 81.6 光照土井 宍粟市山崎町葛根

AAABAA 原 去 28.10.08 さきこ 黒　2347312  菊道土井 横野　里美

13519-6119-4 10 249 芳山土井 80.0 照菊波 たつの市御津町中島

AAACAB 　 去 28.11.05 のりこ２ 黒　2219681  菊茂土井 吉田　和子

15173-3942-3 3 244 芳山土井 80.7 照一土井 多可郡多可町八千代区

AAABAA  原 去 28.11.10 かな 黒　2444564  菊俊土井 有田　覚

13518-8638-1 1 279 千代藤土井 80.0 芳山土井 三田市沢谷

AACBAA  原 去 28.10.06 きくひめ２６ 黒　2497038  照長土井 妻鹿　亮輔

12176-3014-1 1 292 千代藤土井 80.8 芳悠土井 川辺郡猪名川町紫合

AABBAA  原 雌 28.09.23 めろん 黒　2491628  菊俊土井 森田　和子

15270-3881-1 7 238 照忠土井 80.4 菊俊土井 三田市東山

BAABAB 原 雌 28.11.16 たかきくひめ 黒　2347321  谷福土井 岡本　鷹司

15197-0778-7 5 265 千代藤土井 77.8 菊俊土井 小野市広渡町

BACBAA 原 雌 28.10.20 ふくみ４ 黒　2384193  谷福土井 前田　勇雄

15197-0751-0 9 306 芳悠土井 79.4 光照土井 小野市長尾町

AABBAA 原 去 28.09.09 おかひめ 黒　2269296  菊俊土井 岡田　秀子

13972-2658-5 2 247 千代藤土井 81.7 丸宮土井 丹波市氷上町油利

BACAAA  原 去 28.11.07 くらら 黒原1610928  北本土井 山本　竜矢

13972-2652-3 10 253 千代藤土井 80.4 照菊波 丹波市青垣町檜倉

BBCBBA 原 去 28.11.01 たま 黒原1336563  菊安土井 足立　尚之
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13972-2676-9 6 239 千代藤土井 81.0 福広土井 丹波市市島町下竹田

AACBBB 　 去 28.11.15 やすこ 黒原1459834  菊照土井 須原　芳夫

13972-2698-1 8 256 丸宮土井 81.2 菊俊土井 丹波市山南町奥

BBABAA 原 去 28.10.29 ふくまさはや 黒原1419296 改 照菊波 寺内　勇人

13972-2653-0 7 251 千代藤土井 81.6 福芳土井 丹波市青垣町東芦田

AABBAA 原 雌 28.11.03 たかとみ 黒原1449568  菊安土井 前田　貴雄

13972-2609-7 12 287 芳悠土井 81.3 幸豊土井 丹波市柏原町下小倉

CCCBCA 原 雌 28.09.28 きそひめ 黒原1237303  菊照土井 上田　真吾

13972-2634-9 12 279 照忠土井 81.6 照菊波 丹波市山南町北和田

BAAAAC 　 雌 28.10.06 さよなみ 黒原1217904  菊安土井 田中　憲蔵

13972-2664-6 7 263 丸宮土井 80.2 菊宮土井 丹波市柏原町柏原

CBAAAA 原 雌 28.10.22 みちる 黒　2347276  谷福土井 下山　一彦

13972-2615-8 1 279 芳悠土井 80.4 照忠土井 丹波市市島町岩戸

AAABAA  原 雌 28.10.06 ただよしつる 黒　2497069  菊俊土井 大槻　良

15262-6249-1 6 264 丸宮土井 79.7 菊俊土井 篠山市曽地口

BAAAAA 原 雌 28.10.21 やすえ 黒　2360078  照長土井 清水　健司

15262-6253-8 3 240 芳悠土井 79.7 丸宮土井 篠山市今田町市原

BABBAA 原 去 28.11.14 ゆみまる 黒　2387668  照長土井 古家後　康夫

13872-9348-1 4 224 芳山土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町岸田

AAACBA  原 去 28.11.30 きくまる 黒原1559138  福広土井 田中　孝広

13883-8959-6 3 257 芳悠土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA  原 去 28.10.28 ゆきひめ８ 黒原1624572  菊俊土井 中井　勝

13883-8958-9 9 257 芳山土井 82.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 28.10.28 ますみ 黒原1384179 改 谷福土井 中井　幸夫

13872-9603-1 10 255 照忠土井 79.4 鶴山土井 美方郡新温泉町丹土

CABAAA 　 去 28.10.30 ふく７ 黒　2188824  菊照土井 県立但馬牧場公園

13872-9481-5 6 264 芳悠土井 81.3 福芳土井 香美町小代区秋岡

ABABBA 原 去 28.10.21 てるみ 黒原1501790  照長土井 今井　正人
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13542-7055-2 6 306 丸宮土井 79.8 照一土井 香美町香住区九斗

CCBAAA 　 去 28.09.09 よしみ 黒　2347301  安幸土井 合同会社　谷口畜産

13872-9304-7 3 247 芳山土井 81.1 照忠土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 去 28.11.07 はちふく２ 黒原1605636 改 鶴丸土井 森脇　雄一

13872-9306-1 9 232 丸明波 81.0 福芳土井 香美町村岡区丸味

BACCAA 原 去 28.11.22 ひさよ 黒原1404926  照長土井 森脇　雄一

13872-9311-5 9 216 芳山土井 82.1 照長土井 香美町村岡区丸味

AAACBA 原 去 28.12.08 ふくこ３ 黒原1404857  菊照土井 森脇　雄一

13883-9026-4 9 269 丸富土井 80.1 福芳土井 香美町村岡区和池

BABCAA 原 去 28.10.16 あきほ５ 黒原1331163 高 照長土井 西崎　武志

14778-0588-4 4 299 芳山土井 79.5 照忠土井 香美町村岡区萩山

AAABAA  原 雌 28.09.16 たけてる 黒　2423258 改 菊俊土井 西村　忠一

13872-9369-6 8 263 芳山土井 81.5 照一土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 28.10.22 ２０てるいち 黒原1404875 高育 谷福土井 長瀬　五一

13872-9338-2 6 260 芳山土井 80.3 菊俊土井 香美町村岡区境

BABBAA 原 雌 28.10.25 こはる 黒原1482195  照波土井 田中　一馬

13872-9337-5 2 252 芳山土井 81.3 丸富土井 香美町村岡区境

AAACAA  原 雌 28.11.02 よしふくとみ 黒原1639017  福広土井 田中　あつみ

13883-8777-6 16 258 照忠土井 81.3 谷福土井 香美町小代区神水

AAAAAA 原 雌 28.10.27 たつたにひめ 黒原1170072 高改 菊照土井 藤原　幸恵

14778-0552-5 7 293 照忠土井 80.2 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

BAAAAA 原 雌 28.09.22 やすひら 黒原1404951  福芳土井 田中　充

14778-0612-6 7 243 芳山土井 81.7 照広土井 美方郡新温泉町海上

BAABAB 原 雌 28.11.11 たけの８ 黒原1444376  谷福土井 植田　秀作

13872-9283-5 11 236 芳悠土井 80.6 照長土井 美方郡新温泉町海上

BAABAA 原 雌 28.11.18 ふくにしき 黒原1299758  菊安土井 植田　秀作

15415-0816-1 6 242 千代藤土井 81.2 福広土井 宍粟市千種町河内

BACABA 原 雌 28.11.12 ひろまさ 黒　2347297  菊俊土井 林　繁樹
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13883-8097-5 8 268 照忠土井 80.6 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

CAAAAA 　 去 28.10.17 いなとし 黒原1423411  照長土井 中儀　吉郎

13883-8188-0 6 260 丸宮土井 83.8 福芳土井 豊岡市目坂

ABABBA 原 去 28.10.25 さくら 黒原1489171  照長土井 谷口　正徳

13542-6517-6 2 246 芳悠土井 79.7 丸宮土井 豊岡市引野

AAABAA  原 去 28.11.08 ますてるこ５ 黒　2472125 改 芳山土井 竹村　清志

13883-8248-1 11 243 丸典土井 83.1 幸豊土井 養父市大屋町蔵垣

CCBAAB 　 去 28.11.11 ももゆき 黒原1271541  谷福土井 上垣　勇吾

13883-8410-2 2 258 丸宮土井 80.6 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BBAAAA  原 去 28.10.27 さとみ２ 黒原1627784  菊俊土井 岩花　玉男

08653-5851-3 2 241 茂初波 81.5 丸富土井 朝来市和田山町安井

BABBAB 去 28.11.13 とみの 黒原1640970  茂広波 県北部農業技術センタ

08653-5854-4 2 233 芳山土井 80.0 照美土井 朝来市和田山町安井

AAABAA  原 去 28.11.21 かねみ 黒原1592317  丸宮土井 県北部農業技術センタ

13883-8134-7 3 234 千代藤土井 81.1 照一土井 豊岡市但東町河本

BACAAA  原 去 28.11.20 てるまる 黒原1608716  鶴丸土井 森井　正彦

13883-8132-3 11 246 芳山土井 82.0 照長土井 豊岡市但東町河本

BABCAB 原 雌 28.11.08 もりてる 黒　2188810 育 奥秀 森井　正彦

13883-8135-4 2 234 芳悠土井 83.4 丸富土井 豊岡市但東町河本

AABCBA  原 雌 28.11.20 さちとみ 黒原1627770  菊俊土井 森井　正彦

13637-7726-4 5 203 丸宮土井 80.5 菊俊土井 豊岡市九日市中町

BBABBA 原 雌 28.12.21 ゆめきく 黒　2391469 福広土井 谷山　道洋

15564-0208-9 4 220 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

ABAAAA  原 雌 28.12.04 ふく３ 黒原1587516  照明土井 高橋　大樹

15564-0216-4 5 204 丸宮土井 80.1 芳山土井 養父市大屋町若杉

BAABAA  原 雌 28.12.20 みらい 黒原1561899 改 菊俊土井 高橋　副武

14778-0205-0 6 285 丸富土井 80.8 福芳土井 佐用郡佐用町福中

BACBAA 原 雌 28.09.30 とよた 黒　2388884  照長土井 吉田　朝雄
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

14778-0225-8 1 249 丸宮土井 81.0 芳悠土井 佐用郡佐用町横坂

       　 雌 28.11.05 ゆきなが７ 黒　2493658  菊俊土井 矢内　忠司

15274-8368-0 10 247 千代藤土井 81.2 菊俊土井 姫路市白鳥台２丁目

BACAAB 　 去 28.11.07 ひめか４ 黒原1300018  谷福土井 石原　けい子

14721-6861-8 1 284 丸宮土井 80.8 丸富土井 姫路市夢前町新庄

BAAAAA  原 去 28.10.01 たるきち 黒　2502832  福芳土井 西影　昌久

14096-8921-6 7 247 芳山土井 80.1 照長土井 相生市矢野町真広

BAACBB 　 去 28.11.07 さかもと３９９０ 黒　2354008  菊安土井 坂本　修一

13518-8634-3 1 259 宮喜 80.0 芳山土井 三田市上内神

CACBAA  原 去 28.10.26 ふくやま 黒　2491620  照長土井 蓬莱　光雄

13518-8640-4 1 241 千代藤土井 79.8 芳悠土井 三田市沢谷

BACAAA  原 雌 28.11.13 ひろよし 黒　2497037  照長土井 妻鹿　亮輔

15270-3880-4 2 244 照忠土井 80.7 丸福土井 三田市東山

       　 雌 28.11.10 ふく 黒　2465287  福広土井 岡本　鷹司

15197-0775-6 1 288 芳山土井 80.2 丸宮土井 小野市広渡町

AAABAA  原 去 28.09.27 なつよ 黒　2493616  福俊土井 前田　勇雄

15197-0752-7 10 282 芳悠土井 80.2 菊俊土井 小野市長尾町

BBCBBA 原 去 28.10.03 としみ 黒　2226842  照長土井 岡田　秀子

13972-2661-5 7 232 照忠土井 79.8 福芳土井 丹波市山南町北和田

AAABAA 原 去 28.11.22 てるみ 黒　2264318  幸豊土井 堂本　義隆

13972-2673-8 4 234 芳悠土井 80.7 福芳土井 丹波市市島町下竹田

ABABBA 原 去 28.11.20 ふくえ 黒原1559169  照長土井 須原　芳夫

13972-2637-0 9 277 丸宮土井 81.2 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 原 去 28.10.08 よしまる 黒　2174610  鶴丸土井 上田　真吾

13972-2663-9 6 252 千代藤土井 83.2 福芳土井 丹波市柏原町柏原

       　 去 28.11.02 すずとみ 黒原1449589  第２安鶴土井 下山　一彦

13972-2650-9 15 239 千代藤土井 81.1 光照土井 丹波市青垣町檜倉

BACBAA 原 去 28.11.15 みつてるみや 黒原1209555  谷福土井 足立　尚之
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13972-2678-3 10 282 千代藤土井 80.3 福芳土井 丹波市市島町岩戸

AABAAA 原 去 28.10.03 すえこ 黒原1319560 改 安美土井 大槻　良

13972-2626-4 6 286 芳山土井 81.5 福芳土井 丹波市山南町北和田

AAACAA 原 去 28.09.29 ぎんな 黒原1524529  菊俊土井 松浪　三千美

13972-2613-4 6 274 芳悠土井 80.1 照長土井 顔に拳大白痣 丹波市春日町松森

BBBCBA 原 雌 28.10.11 あきひめ 黒原1459840  谷福土井 その他 秋末　一男

13972-2654-7 7 265 芳山土井 79.3 福俊土井 丹波市青垣町東芦田

AAACAA 原 雌 28.10.20 きくなか１ 黒　2294636  照長土井 前田　貴雄

13972-2635-6 12 296 千代藤土井 81.5 照長土井 丹波市山南町北和田

BACBBB 原 雌 28.09.19 ひめこ 黒原1271219  菊安土井 田中　憲蔵

14730-6242-7 1 252 宮菊城 79.5 芳悠土井 篠山市今田町市原

       　 雌 28.11.02 ももか 黒　2497034  菊西土井 古家後　康夫

14778-0286-9 7 331 千代藤土井 79.0 光照土井 篠山市曽地奥

BACAAA 原 雌 28.08.15 いさき 黒　2285320  第２安鶴土井 岡本　栄一

14778-0559-4 15 310 照忠土井 80.6 照長土井 香美町村岡区熊波

CABAAA 　 去 28.09.05 しょうふく 黒原1170013 高 安幸土井 井上　哲也

14778-0561-7 15 293 照忠土井 82.7 谷福土井 香美町村岡区熊波

AAAAAA 原 去 28.09.22 よしこ５ 黒原1126956 高改 菊照土井 井上　哲也

13872-9444-0 9 235 照忠土井 82.0 鶴山土井 香美町村岡区熊波

BAAAAB 　 去 28.11.19 とみつる 黒原1299762  菊安土井 井上　哲也

13872-9472-3 5 244 照忠土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BAABAA  原 去 28.11.10 ふくえ６ 黒原1524396  福広土井 小林　操

13872-9616-1 2 244 芳山土井 80.7 照也土井 香美町小代区神水

BABBAA  原 去 28.11.10 ふくみつ２５ 黒　2452201  鶴山土井 毛戸　誠

13883-9121-6 6 251 照忠土井 81.6 照一土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAB 　 去 28.11.03 あおい 黒原1482280  福代土井 尾崎　栄太郎

13872-9298-9 9 267 照忠土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAB 　 去 28.10.18 よしみやひさ 黒原1368862  第２安鶴土井 坂本　忠美
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13883-8828-5 3 298 茂和美波 79.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

CBCAAA 去 28.09.17 みやよし２３ 黒　2431361 改 福芳土井 村尾　憲弘

13872-9293-4 6 235 芳山土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町切畑

AAACAA 原 去 28.11.19 ちはる２ 黒原1482254  照長土井 倉田　拓磨

13883-8995-4 1 258 芳山土井 82.1 芳悠土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 去 28.10.27 つねふじ１０ 黒原1663724  照長土井 中村　文吾

13883-8994-7 2 267 芳悠土井 81.7 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACBA  原 雌 28.10.18 おふく２の２ 黒原1650125  菊俊土井 中村　文吾

13872-9478-5 4 259 芳山土井 81.1 照忠土井 美方郡新温泉町多子

BAAAAA 原 雌 28.10.26 ももこ 黒原1573923 改 菊茂土井 竹下　千江子

14778-0584-6 5 275 芳山土井 82.0 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 雌 28.10.10 ひでやす 黒原1524460  菊道土井 山本　智明

14778-0606-5 11 272 照忠土井 83.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAB 原 雌 28.10.13 ななひめぎく３ 黒原1299733 高 菊照土井 寺谷　進

13872-9519-5 4 262 丸宮土井 84.0 宮奥城 香美町香住区丹生地

CBCAAA  原 雌 28.10.23 おくふく 黒原1559183 改 照長土井 淀　貴至

13883-8604-5 4 310 照忠土井 78.7 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

BABBAB  原 雌 28.09.05 ゆきの 黒　2402083  谷福土井 谷渕　侑生

14778-0600-3 7 286 照忠土井 81.6 福広土井 香美町村岡区高津

BABAAA 原 雌 28.09.29 ひろみ 黒原1444300 高 照長土井 田中　博文

14778-0620-1 6 260 芳山土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区神坂

AAACBA 原 雌 28.10.25 てるとし 黒原1524381  谷福土井 伊沢　正一

14096-8938-4 8 293 宮菊城 81.0 第２安鶴土井 宍粟市波賀町道谷

CCAABB 　 雌 28.09.22 ひとみ１ 黒　2171640  菊照土井 岸本　章弘

08653-5830-8 1 323 丸宮土井 79.7 照忠土井 朝来市和田山町安井

BAAAAA  原 去 28.08.23 ななただ 黒　2497055  菊千代土井 県北部農業技術センタ

08653-5837-7 4 285 照一土井 79.0 茂広波 朝来市和田山町安井

CBBBBA 　 去 28.09.30 たかふじ 黒　2340923  福朝土井 県北部農業技術センタ
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

08653-5841-4 1 283 茂初波 80.6 芳悠土井 朝来市和田山町安井

BABBAB 去 28.10.02 ひさひさ 黒　2497051  茂悠波 県北部農業技術センタ

15018-0931-4 6 237 芳山土井 81.6 照一土井 養父市大屋町蔵垣

BAABAA 原 去 28.11.17 かずゆき 黒　2380541  安幸土井 上垣　利之

13637-7886-5 9 228 芳悠土井 79.2 菊俊土井 養父市建屋

BBBBBA  原 去 28.11.26 としひめ 黒　2285324  谷本土井 大封　健太

13883-8080-7 7 284 照忠土井 82.8 福芳土井 豊岡市野上

BAAAAA 原 去 28.10.01 きくよし０８ 黒原1449805  菊安土井 西垣　富夫

13542-6515-2 7 277 芳山土井 79.5 菊宮土井 豊岡市引野

AAABAB 　 去 28.10.08 なつみ 黒　2309204  谷福土井 竹村　清志

13883-8170-5 3 307 照忠土井 80.7 丸福土井 朝来市和田山町土田

       　 去 28.09.08 ふくまる 黒原1608729  福芳土井 川見　和秀

13637-7949-7 10 270 芳悠土井 82.2 菊俊土井 朝来市和田山町野村

BABAAA 原 雌 28.10.15 みやすず６ 黒原1369067 高 照長土井 宮田　貴身仁

15564-0220-1 8 199 丸宮土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 雌 28.12.25 てるきち 黒原1409484  照長土井 高橋　大樹

15564-0218-8 5 195 照忠土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAB  原 雌 28.12.29 ふくのり 黒原1489192 改 第２安鶴土井 高橋　副武

13883-8160-6 9 313 芳山土井 81.7 照明土井 豊岡市出石町暮坂

BBAAAB 原 雌 28.09.02 わかめの３ 黒原1331068 改 第２安鶴土井 旗谷　仁志

13883-8232-0 9 310 芳山土井 80.5 第２安鶴土井 豊岡市但東町唐川

BAABAA 原 雌 28.09.05 まさふく 黒原1347509  照長土井 中儀　吉郎

14778-0232-6 7 230 丸宮土井 80.2 福芳土井 佐用郡佐用町宇根

BBAAAA 原 去 28.11.24 せつみ 黒　2253568  菊照土井 妹尾　良恵

14778-0238-8 8 217 丸宮土井 80.8 福芳土井 佐用郡佐用町福中

BBAAAA 原 去 28.12.07 つるひめ 黒　2338246  照長土井 吉田　朝雄

14721-6863-2 5 236 丸宮土井 79.0 福芳土井 姫路市夢前町新庄

AAAAAA  原 去 28.11.18 きんぼたん 黒　2396552  照明土井 西影　昌久
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13838-2304-0 6 257 丸富土井 80.0 福芳土井 赤穂市鷆和

AACCBA 原 去 28.10.28 ふなよし 黒　2338244  照長土井 後藤　清二

14096-8919-3 2 245 丸宮土井 79.8 芳悠土井 相生市矢野町真広

       　 去 28.11.09 ふくひめ２ 黒　2456078  菊西土井 坂本　修一

14778-0321-7 8 285 千代藤土井 80.5 第１満金波 姫路市夢前町前之庄

BACAAA 原 去 28.09.30 みつる 黒　2294639  福俊土井 （株）ふるさと牧場

13518-8635-0 1 269 芳悠土井 80.6 芳悠土井 三田市上内神

AABBAA  原 去 28.10.16 まつよふく 黒　2491621  茂美波 蓬莱　光雄

15270-3877-4 4 272 照忠土井 77.1 丸福土井 三田市東山

CABAAA  原 雌 28.10.13 ふじこ 黒　2393956  菊俊土井 岡本　鷹司

15262-9985-5 10 268 千代藤土井 82.0 菊俊土井 加東市 神戸市灘区六甲山町一

BACCBB 　 去 28.10.17 るいざ 黒　2304016 福芳土井 ＥＴ産子 六甲山牧場

15044-0694-7 6 248 芳悠土井 81.0 菊俊土井 小野市万勝寺町

AABCBA 原 去 28.11.06 みつひめきく 黒　2362247  福広土井 宮下　俊子

15044-0707-4 8 239 丸南土井 80.1 光照土井 加西市別府町

       　 去 28.11.15 まつり 黒原1309918  谷福土井 兵庫畜産技術センター

13972-2677-6 3 284 芳山土井 80.1 照一土井 丹波市市島町岩戸

AAACAA  原 雌 28.10.01 おおまちよし 黒原1601481  福芳土井 大槻　良

13972-2648-6 6 265 芳山土井 81.1 光照土井 丹波市春日町黒井

BAACAA 原 雌 28.10.20 ゆめ 黒原1488947  菊俊土井 氷上高等学校

13972-2657-8 3 254 芳山土井 80.7 照忠土井 丹波市氷上町犬岡

AAACAA  原 雌 28.10.31 はるな２ 黒原1592284  福広土井 勢志　政和

13972-2692-9 12 223 千代藤土井 81.5 照長土井 丹波市氷上町小谷

BACAAA 原 去 28.12.01 ふくむすめ 黒原1271204  安幸土井 細見　忠和

13972-2641-7 9 259 芳山土井 81.3 福芳土井 丹波市春日町棚原

AABBAB 　 去 28.10.26 ゆきよし 黒原1391337  菊照土井 山本　浩

13972-2655-4 6 277 千代藤土井 80.6 宮弘波 丹波市氷上町沼

BACBAA  原 去 28.10.08 はるなみ 黒原1488928  菊俊土井 芦田　誠治
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13972-2614-1 7 295 丸宮土井 81.0 菊俊土井 丹波市春日町野上野

BBAAAA 原 去 28.09.20 ふくやま 黒原1459838  福芳土井 山本　昇治

13972-2662-2 7 251 丸宮土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

BBAABA 原 去 28.11.03 こうふくとし２ 黒原1488924  福芳土井 松浪　三千美

13972-2642-4 11 244 芳山土井 82.2 幸豊土井 丹波市春日町松森

CBABAA 　 去 28.11.10 あつみ 黒原1271220 改 照長土井 秋末　一男

15262-6254-5 7 233 千代藤土井 81.5 福芳土井 篠山市今田町市原

AABBAB 原 雌 28.11.21 のまふく５ 黒　2309186  安幸土井 古家後　康夫

13883-8962-6 4 238 芳悠土井 79.3 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAA 原 去 28.11.16 あきまる 黒　2413823 改 照長土井 中井　のり子

13883-8964-0 12 231 芳山土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAACBA 原 去 28.11.23 こころ 黒原1271178  菊安土井 中井　豊枝

13872-9284-2 8 232 芳山土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

AAACBA 原 去 28.11.22 みゆき３ 黒原1444373  照長土井 植田　秀作

13872-9479-2 11 256 照忠土井 82.2 鶴山土井 香美町小代区秋岡

BACAAB 　 去 28.10.29 おふく 黒原1299690  谷福土井 今井　正人

13872-9339-9 9 258 芳悠土井 80.6 菊俊土井 香美町村岡区境

CBCABA 原 去 28.10.27 よしひさ０７ 黒原1404893  谷福土井 田中　一馬

13872-9333-7 8 253 芳山土井 81.2 菊俊土井 香美町村岡区境

ABACCB 　 去 28.11.01 おふく３ 黒原1423394 高 谷福土井 田中　一馬

13883-8561-1 6 258 芳悠土井 80.5 丸福土井 香美町村岡区味取

CABBAA  原 去 28.10.27 ひでふく９の７ 黒原1482186  谷福土井 西山　勝

13883-8562-8 8 242 芳山土井 81.0 菊波土井 香美町村岡区味取

AAABAA 原 去 28.11.12 きくみ 黒原1368932 改 照長土井 西山　勝

13883-8560-4 5 237 芳山土井 81.0 丸富土井 香美町村岡区味取

AAABAA 原 去 28.11.17 さだこ２の１ 黒原1501776 改 第２照久土井 西山　勝

13883-9027-1 6 237 芳山土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区和池

AAACAA 原 去 28.11.17 おじろひめ 黒原1482149  照長土井 西崎　武志
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雌： 141 雄： 去： 191 合計 332
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7月12日

血　　統 損　　徴

13872-9522-5 2 256 芳山土井 81.1 照忠土井 香美町村岡区村岡

       　 雌 28.10.29 さくら２ 黒原1639013  丸富土井 美方ファーム㈱

14778-0536-5 2 301 芳山土井 81.5 照忠土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 雌 28.09.14 ひろきく 黒原1624638  福広土井 森脇　雄一

14778-0528-0 1 299 照忠土井 83.7 芳悠土井 香美町村岡区丸味

BABAAA  原 雌 28.09.16 よしの８ 黒原1653810  照長土井 森脇　雄一

14778-0537-2 3 285 丸明波 80.8 福芳土井 香美町村岡区丸味

BABBAA  原 雌 28.09.30 ふるさと３ 黒原1592080 改 菊俊土井 森脇　雄一

14778-0525-9 2 284 照忠土井 82.2 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAAAAA  原 雌 28.10.01 さわひろ 黒原1624639  幸豊土井 森脇　薫明

13883-8344-0 11 265 照忠土井 80.8 鶴山土井 香美町小代区神水

CBCAAA 原 雌 28.10.20 おおみぞ 黒原1271126 高育 菊照土井 毛戸　誠

13872-9297-2 8 253 芳山土井 81.8 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 雌 28.11.01 てるたか 黒原1404925  谷福土井 山本　隆夫

13883-8827-8 6 307 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA 原 雌 28.09.08 せつきく 黒原1467559  照長土井 村尾　和広

13872-9347-4 8 225 茂初波 81.5 茂広波 美方郡新温泉町岸田

BAACAB 原 雌 28.11.29 ふくひろ 黒　2289519 育改 安幸土井 田中　孝広

15460-0754-6 6 240 丸宮土井 80.0 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

ABAAAA 原 去 28.11.14 あつよし 黒　2362264  光照土井 大封アグリ　一宮牧場
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