
兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

2 276 芳悠土井 81.5 照一土井 豊岡市但東町河本

BABAAA 原 去 29.01.08 てるきよ 黒原1640961 鶴丸土井 森井　正彦

3 278 芳悠土井 80.7 丸宮土井 多可郡多可町八千代区中野間

BBBAAA 原 雌 29.01.06 まき 黒2448994 福広土井 有田　覚

4 291 丸宮土井 82.0 芳山土井 神戸市北区淡河町神田

BAABAA 原 雌 28.12.24 みつひめ２の８ 黒2426324 照長土井 奥下　均

7 283 芳悠土井 80.1 光照土井 小野市広渡町

BBCCCA 原 雌 29.01.01 ただふく２ 黒2319445 谷福土井 前田　勇雄

5 262 芳山土井 79.4 菊俊土井 小野市昭和町

AAACBA 原 雌 29.01.22 みやきく 黒2362253 福芳土井 藤本　幹泰

3 218 丸明波 81.6 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BABBAA 原 去 29.03.07 あきこ 黒原1624692 照菊波 下山　一彦

5 271 芳山土井 80.1 照一土井 丹波市青垣町檜倉

CAABAA 去 29.01.13 てる 黒2391504 第２安鶴土井 足立　尚之

6 256 丸宮土井 84.2 福芳土井 丹波市春日町棚原

ABAAAA 原 去 29.01.28 みやふくよし 黒原1524555 照長土井 山本　浩

4 234 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市氷上町小谷

BBAAAA 原 去 29.02.19 ななひめきくの１ 黒原1592288 菊俊土井 細見　忠和

6 257 照忠土井 80.5 菊俊土井 篠山市曽地口

CABBAB 雌 29.01.27 いくとし 黒2396558 鶴山土井 清水　健司

8 249 芳山土井 80.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAABAA 原 去 29.02.04 おふく１０の１ 黒原1444307 高育改 谷福土井 井上　哲也

3 257 芳悠土井 80.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 29.01.27 ふくはな２ 黒原1624635 福芳土井 森脇　雄一

5 246 芳山土井 80.1 菊西土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 29.02.07 みずき 黒原1559109 福芳土井 森脇　薫明

5 234 芳山土井 82.8 鶴丸土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACBA 原 去 29.02.19 たかなみ３ 黒原1559106 改 茂美波 森脇　薫明
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育種価資格

1
13883-8144-6

2
15173-3945-4

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3
14347-2073-1



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 263 芳悠土井 80.7 茂広波 美方郡香美町小代区神水

      去 29.01.21 さかえの１ 黒2514936 改 芳山土井 藤原　吉子

8 239 芳山土井 80.5 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA 原 去 29.02.14 つるひろ 黒原1444386 菊安土井 田中　充

7 237 芳山土井 82.8 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

AAACAA 原 去 29.02.16 おじろの３ 黒原1482205 高育 福芳土井 福井　清溢

12 267 茂和美波 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

CBCBBB 去 29.01.17 てるなお３ 黒2110260 改 照長土井 中井　雄次

12 268 芳悠土井 82.1 鶴山土井 美方郡新温泉町海上

ABBAAA 原 去 29.01.16 つつじ 黒2174554 高育改 照長土井 尾崎　喜代美

2 257 照忠土井 82.7 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

      去 29.01.27 よしふく２ 黒原1653839 照一土井 植田　秀作

4 269 芳山土井 81.6 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 雌 29.01.15 つづみ 黒原1592110 改 福芳土井 村尾　賢一

3 269 芳悠土井 82.2 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 雌 29.01.15 ふくみ 黒原1624570 福芳土井 村尾　賢一

3 272 芳悠土井 80.8 照忠土井 美方郡新温泉町多子

BAAAAA 原 雌 29.01.12 ひめ 黒原1592102 改 谷福土井 竹下　千江子

6 279 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

BABCBA 原 雌 29.01.05 かねまさ２ 黒原1524491 照長土井 中村　文吾

6 261 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡香美町小代区東垣

ABACCA 原 雌 29.01.23 おふくひめ３ 黒原1524443 福芳土井 今井　正己

6 250 芳悠土井 81.1 丸福土井 美方郡香美町小代区神場

CBBBAA 原 雌 29.02.03 ゆきふく１ 黒原1524436 谷福土井 上治　秀正

5 266 芳悠土井 79.8 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAA 原 雌 29.01.18 ７０てるつる 黒2413817 改 谷福土井 長瀬　五一

5 267 芳悠土井 79.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBACBA 原 雌 29.01.17 みつふく６の１ 黒2413816 第２鶴雪土井 小林　操
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兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 276 芳悠土井 81.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区神坂

ACACCA 原 雌 29.01.08 ゆきこ 黒原1444260 照長土井 伊沢　正一

6 290 芳悠土井 81.6 照也土井 美方郡香美町村岡区宿

BABBAA 原 雌 28.12.25 かねふく 黒原1524361 菊俊土井 上田　伸也

1 274 菊俊土井 80.3 丸宮土井 宍粟市波賀町道谷

BBACBA 原 去 29.01.10 かよ 黒2510293 福広土井 岸本　章弘

10 246 芳悠土井 81.1 光照土井 宍粟市波賀町道谷

BBBBBB 去 29.02.07 けいこ 黒2226846 安幸土井 岸本　章弘

8 248 丸宮土井 81.6 菊宮土井 豊岡市但東町高竜寺

CBAAAA 去 29.02.05 まつえ 黒原1449822 福芳土井 小牧　伸典

7 246 芳悠土井 80.0 菊宮土井 豊岡市引野

BBBBBA 原 去 29.02.07 いなぎく 黒原1467505 照長土井 竹村　清志

7 245 芳悠土井 82.7 菊俊土井 豊岡市城崎町飯谷

AAACAA 原 去 29.02.08 ふくひめ６ 黒原1489165 照長土井 北村　幸弘

3 233 丸宮土井 83.1 福芳土井 豊岡市竹野町須野谷

BBAAAA 原 去 29.02.20 はるか 黒原1627760 照長土井 田中　寛

2 237 丸若土井 81.2 芳悠土井 朝来市和田山町野村

      去 29.02.16 みつひさ１３ 黒2462996 光照土井 宮田　貴身仁

9 264 芳山土井 83.4 菊俊土井 養父市森

AAABAB 去 29.01.20 ふさぶき 黒原1409459 鶴山土井 田村　正宏

10 276 芳山土井 79.7 菊安土井 養父市建屋

AAACBC 去 29.01.08 やすもり 黒2209091 改 照菊波 大封　健太

7 273 丸宮土井 79.5 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 去 29.01.11 おたね 黒2368135 福芳土井 高橋　大樹

15 290 照忠土井 82.1 谷福土井 養父市大屋町若杉

CABBAA 去 28.12.25 ふとまる 黒原1170117 高 照菊波 高橋　副武

11 278 芳悠土井 83.0 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BCACCA 原 雌 29.01.06 もりさき 黒原1331098 幸豊土井 高橋　副武
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兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

15 275 芳悠土井 81.3 鶴丸土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 雌 29.01.09 ひめてる 黒原1129062 照長土井 大谷　嘉一

5 270 丸宮土井 80.8 菊俊土井 養父市建屋

BAAAAA 原 雌 29.01.14 きくや 黒原1561881 照長土井 野中　稔

6 282 丸若土井 80.3 福芳土井 養父市大屋町宮垣

      原 雌 29.01.02 もみじ 黒原1508009 照長土井 岩花　希

6 279 芳山土井 81.5 菊俊土井 豊岡市日高町広井

AAACBB 原 雌 29.01.05 きみ 黒原1467502 谷福土井 水嶋　芳彦

10 301 丸宮土井 81.5 福芳土井 神戸市産 豊岡市但東町小谷

AAAAAA 原 雌 28.12.14 ふく 黒2253549 照長土井 全農兵庫　但東畜産Ｃ

8 288 照忠土井 81.0 福芳土井 朝来市神子畑

AAABAA 原 雌 28.12.27 きくみ０７ 黒原1423419 高改 菊俊土井 仙賀　隆文

6 247 芳悠土井 80.3 丸福土井 宍粟市山崎町与位

CBBBAA 原 雌 29.02.06 たにつる２ 黒2376703 鶴山土井 中坪　みどり

5 288 丸宮土井 79.5 福広土井 赤穂市木津

CCBABA 原 雌 28.12.27 ふくひで２ 黒2347339 菊照土井 溝田　泰司

3 226 丸宮土井 82.1 照也土井 佐用郡佐用町才金

CAAAAA 原 雌 29.02.27 みゆなり 黒2432166 菊俊土井 谷口　寿美

4 286 芳山土井 80.1 照一土井 佐用郡佐用町平谷

AAACAA 原 雌 28.12.29 よしいちやす 黒2423291 福芳土井 安岡　林

1 259 照忠土井 79.4 芳山土井 三田市沢谷

AAABAA 原 去 29.01.25 ちかよし 黒2524092 福広土井 妻鹿　亮輔

5 275 照一土井 79.2 宮弘波 神戸市西区神出町紫合

CBCBBA 去 29.01.09 みやひろきく 黒2398428 菊宮土井 淵上　晋

2 255 芳悠土井 80.2 丸宮土井 小野市長尾町

BBAABA 原 雌 29.01.29 おかかね 黒2476447 福芳土井 岡田　輝泰

4 254 芳悠土井 81.0 福芳土井 小野市万勝寺町

AAABBA 原 雌 29.01.30 あさみや２ 黒2396525 照長土井 宮下　俊子
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兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 211 千代藤土井 78.3 丸富土井 加西市大内町

BACAAA 原 雌 29.03.14 てるとみ 黒2418413 照長土井 藤原　護

4 233 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BBAAAA 原 去 29.02.20 ふくはな 黒2433965 照長土井 下山　一彦

8 272 照忠土井 82.3 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CABBAA 去 29.01.12 あやなみ 黒原1409592 茂金波 上田　真吾

6 273 千代藤土井 83.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AABBAA 原 去 29.01.11 はまてる 黒原1488913 照長土井 上田　真吾

4 245 丸宮土井 81.6 福芳土井 丹波市山南町奥

ABAAAA 原 去 29.02.08 よしぎく 黒原1524525 照長土井 寺内　勇人

6 236 丸宮土井 81.1 福芳土井 丹波市市島町下竹田

BBBAAA 原 去 29.02.17 みつえ 黒原1488933 照長土井 須原　芳夫

3 284 芳山土井 80.0 菊西土井 篠山市今田町今田新田

AAACAA 原 去 28.12.31 ふくよ２ 黒2431371 谷福土井 波多野　省三

6 292 照忠土井 80.3 菊俊土井 篠山市曽地奥

CAAAAA 去 28.12.23 ひさご 黒2360074 幸豊土井 岡本　栄一

3 238 芳悠土井 80.7 照也土井 美方郡新温泉町岸田

AABBAA 原 去 29.02.15 こすぎ３の４ 黒原1624591 福芳土井 田中　孝広

12 272 茂広波 80.0 越照波 美方郡新温泉町海上

CCBCCC 去 29.01.12 てるさち 黒2146411 茂金波 尾崎　栄太郎

7 246 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA 原 去 29.02.07 あやこ 黒原1482269 照長土井 中井　のり子

6 237 芳悠土井 84.6 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA 原 去 29.02.16 ますよし 黒原1524466 照長土井 中井　のり子

7 245 芳山土井 82.5 丸福土井 美方郡新温泉町春来

CABBAA 原 去 29.02.08 ふくはな 黒原1482282 照長土井 小谷　和信

3 273 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

ABBCBA 原 去 29.01.11 ふくよ 黒2402095 福芳土井 鎌田　活美
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15262-6245-3
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13972-2799-5



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 264 芳悠土井 81.2 菊西土井 美方郡香美町小代区神水

BABBBA 原 去 29.01.20 にしおおみぞ 黒原1524434 谷福土井 毛戸　誠

12 261 芳悠土井 81.5 照長土井 美方郡香美町香住区丹生地

BABBAA 原 去 29.01.23 たかこ 黒原1299683 菊安土井 今西　修輔

7 248 芳悠土井 80.3 菊俊土井 美方郡香美町村岡区長瀬

ABABBA 原 去 29.02.05 なおこ 黒原1482193 第２安鶴土井 谷渕　侑生

7 255 芳悠土井 81.6 第２鶴雪土井 美方郡香美町村岡区丸味

CBCBBA 原 去 29.01.29 ふくてる６ 黒原1444337 照長土井 対中　広芳

10 240 芳悠土井 81.0 照長土井 美方郡香美町村岡区和池

ABBAAA 原 去 29.02.13 ゆきとら５ 黒原1368899 高改 谷福土井 西崎　武志

9 297 茂広波 81.7 幸福土井 美方郡香美町村岡区村岡

BCBCCC 雌 28.12.18 みずみ 黒原1368896 照菊波 美方ファーム㈱

1 278 照忠土井 81.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

      雌 29.01.06 ふくよし 黒原1663716 丸富土井 森脇　雄一

9 261 照忠土井 81.7 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 29.01.23 ふくとし２ 黒原1404856 改 鶴丸土井 森脇　雄一

6 257 照忠土井 80.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 29.01.27 みつえ３ 黒原1524398 高育 越照波 森脇　薫明

7 269 芳悠土井 81.4 照一土井 美方郡新温泉町諸寄

ABBABA 原 雌 29.01.15 さかえ２ 黒2363041 福芳土井 大田　好雄

3 258 照忠土井 81.5 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

BABAAA 原 雌 29.01.26 きくみとみ 黒原1624560 改 照長土井 西坂　嘉津美

2 226 芳悠土井 81.2 照也土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA 原 雌 29.02.27 ふくこ 黒原1653808 福芳土井 村尾　千代美

10 269 芳山土井 82.1 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAB 原 雌 29.01.15 としこ 黒原1331264 安幸土井 中井　太一郎

5 273 照忠土井 83.0 芳山土井 美方郡新温泉町海上

CABAAB 雌 29.01.11 ゆきみ 黒原1559137 第２安鶴土井 植田　秀作
84

13872-9286-6

81
13883-8864-3

82
13883-8833-9

83
13872-9497-6

78
13872-9628-4

79
13872-9633-8

80
13872-9562-1

75
13872-9884-4

76
13872-9537-9

77
13872-9321-4

72
13872-9917-9

73
13872-9591-1

74
13872-9719-9

71
13872-9797-7



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 254 丸宮土井 83.0 芳悠土井 宍粟市一宮町能倉

      去 29.01.30 ひさえ 黒2510289 照一土井 森岡　信雄

6 272 丸宮土井 80.5 菊俊土井 豊岡市目坂

BCAABA 去 29.01.12 しずか２ 黒原1528512 照菊波 谷口　正夫

1 245 丸宮土井 82.1 芳悠土井 豊岡市中郷

BAAAAA 原 去 29.02.08 ぴんこ２の２ 黒原1682737 照一土井 新田　拡樹

6 244 芳悠土井 81.6 丸宮土井 豊岡市清冷寺

AABAAA 原 去 29.02.09 よしま 黒原1528504 光照土井 浅井　光澄

6 264 丸宮土井 81.0 菊俊土井 豊岡市出石町上野

CBAAAA 原 去 29.01.20 ひかり 黒原1528514 照長土井 山本　憲一

1 266 芳悠土井 82.0 丸宮土井 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 去 29.01.18 みやもり３ 黒2519020 菊俊土井 森井　正彦

8 269 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市森

AAABAA 原 去 29.01.15 めぐはる 黒原1449834 改 照俊土井 田村　正宏

11 246 芳山土井 80.6 菊俊土井 養父市大屋町宮本

BAABAA 原 去 29.02.07 みつざき２ 黒2174566 鶴山土井 寺尾　和敏

1 271 丸宮土井 80.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 29.01.13 ひかる 黒2482899 菊俊土井 高橋　大樹

7 264 丸宮土井 81.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

BCBABA 原 去 29.01.20 きくてる 黒原1444247 照長土井 高橋　副武

1 230 丸宮土井 79.8 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BBABAA 原 雌 29.02.23 みなづき 黒2519066 菊俊土井 高橋　副武

8 231 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBABBA 原 雌 29.02.22 のうみ２ 黒原1449849 照長土井 高橋　副武

15 268 芳山土井 81.5 谷福土井 養父市大屋町若杉

      雌 29.01.16 あつみ 黒原1087314 安幸土井 高橋　副武

2 267 照忠土井 80.3 芳悠土井 養父市大屋町蔵垣

AAAAAA 原 雌 29.01.17 おみな４の１ 黒2482890 丸宮土井 上垣　勇吾

96
15564-0166-2

97
15564-0234-8

98
13883-8252-8

93
15564-0151-8

94
15564-0155-6

95
15564-0164-8

90
13883-8146-0

91
15564-0423-6

92
13883-8286-3

87
13637-7577-2

88
15564-0456-4

89
13637-7587-1

85
15460-0780-5

86
13883-8192-7



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 252 丸宮土井 80.6 菊俊土井 豊岡市野上

CBBAAA 原 雌 29.02.01 きくやす２１ 黒原1489161 高育 谷福土井 西垣　富夫

1 271 芳悠土井 82.3 丸宮土井 豊岡市城崎町飯谷

ABABBA 原 雌 29.01.13 もりひめ９ 黒原1682732 北宮波 北村　幸弘

1 286 千代藤土井 80.5 芳山土井 朝来市神子畑

AABAAA 原 雌 28.12.29 てるゆき０１４ 黒2496988 照宮土井 仙賀　隆文

1 256 丸宮土井 81.1 芳山土井 朝来市伊由市場

AAAAAA 原 雌 29.01.28 ななひめ５の９ 黒原1682771 福芳土井 椿野　勝三

6 289 照忠土井 81.0 福広土井 宍粟市山崎町葛根

CABAAB 雌 28.12.26 ひろはな 黒2347309 第２安鶴土井 吉岡　慎治

1 279 千代藤土井 80.3 芳山土井 宍粟市山崎町与位

BACAAA 原 雌 29.01.05 としやま 黒2502828 鶴丸土井 中坪　みどり

7 284 丸富土井 80.0 福広土井 佐用郡佐用町宇根

BACCBA 原 去 28.12.31 ともえ 黒2347329 福芳土井 妹尾　良恵

4 239 照忠土井 79.5 芳山土井 佐用郡佐用町佐用

CAABAA 原 去 29.02.14 のじぎく３ 黒2437584 鶴光土井 兵庫県立佐用高等学校

4 271 照忠土井 80.8 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

BAAAAA 原 雌 29.01.13 よしこ 黒2397823 菊俊土井 有田　覚

3 246 宮菊城 80.2 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

AAABAA 原 去 29.02.07 さちふく 黒2452229 菊俊土井 有田　覚

1 255 照忠土井 80.7 芳悠土井 三田市沢谷

AAABAA 原 去 29.01.29 ゆうこ 黒2517162 照俊土井 妻鹿　亮輔

2 266 千代藤土井 81.0 芳山土井 三田市東山

      去 29.01.18 よしこ 黒2465288 菊茂土井 岡本　鷹司

10 257 丸宮土井 80.8 谷福土井 小野市万勝寺町

CABAAA 原 去 29.01.27 みやみつ２ 黒2252623 菊俊土井 宮下　俊子

6 292 宮菊城 80.0 丸富土井 加西市常吉町

AAAAAA 原 去 28.12.23 てるひろまる 黒原1497625 福広土井 県立農業大学校

111
15197-0783-1

112
15173-3777-1

108
15173-3948-5

109
15068-4027-5

110
15270-3886-6

105
13838-2269-2

106
13838-2284-5

107
15173-3947-8

102
13637-7631-1

103
15068-2104-5

104
13838-2314-9

99
13883-8081-4

100
15564-0503-5

101
15564-0582-0



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 252 丸宮土井 82.1 茂康波 加古川市平岡町新在家

BAAAAA 原 去 29.02.01 ふくのはな２ 黒2452225 改 福芳土井 兵庫県立農業高等学校

4 259 丸宮土井 81.1 福芳土井 丹波市市島町下竹田

ABAAAA 原 雌 29.01.25 きくなみ 黒原1559171 菊俊土井 須原　芳夫

5 243 丸宮土井 81.6 菊俊土井 丹波市青垣町東芦田

BBAAAA 原 雌 29.02.10 きくひかり 黒原1497778 福芳土井 前田　貴雄

9 263 照忠土井 81.5 鶴山土井 丹波市春日町野瀬

BAAAAB 原 雌 29.01.21 つるひめ 黒原1369070 菊伸土井 細見　健次

5 274 千代藤土井 80.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BACBAA 原 雌 29.01.10 てるとしの２ 黒原1559151 照俊土井 上田　真吾

6 280 照忠土井 80.8 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BABBAA 原 雌 29.01.04 てるよし 黒原1488932 照長土井 上田　真吾

1 251 芳悠土井 福芳土井 母牛無登録 篠山市下原山

      雌 29.02.02 まさこ 照長土井 その他 西村　敏雄

8 244 丸宮土井 80.3 菊千代土井 篠山市曽地口

BBAAAA 原 雌 29.02.09 ふくひめ 黒原1404924 照長土井 清水　健司

7 269 芳悠土井 80.5 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

CBCABA 原 去 29.01.15 まさゆき 黒2363030 第２安鶴土井 小林　操

11 256 芳悠土井 81.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACBA 原 去 29.01.28 ゆきひめ６ 黒原1331200 高育 照長土井 小林　操

1 270 照忠土井 81.3 芳悠土井 美方郡香美町村岡区境

BAAAAA 原 去 29.01.14 まつてる５ 黒原1679875 照長土井 田中　一馬

8 237 芳悠土井 84.0 福広土井 美方郡香美町小代区東垣

ABCCCA 原 去 29.02.16 おおみぞ２ 黒原1404902 福芳土井 今井　正己

5 261 芳悠土井 79.5 丸福土井 美方郡香美町小代区神水

CBBBAA 原 去 29.01.23 さちひさまる 黒2413813 福芳土井 藤原　敏和

3 239 照忠土井 80.8 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

CABAAA 原 去 29.02.14 てるもり１の３ 黒原1624595 第２照久土井 田中　祥子
126

13872-9978-0

123
15564-0928-6

124
13872-9701-4

125
13872-9655-0

120
15262-6280-4

121
13872-9906-3

122
13872-9903-2

117
13972-2798-8

118
13972-2795-7

119
15262-6287-3

114
13972-2737-7

115
13972-2794-0

116
13972-2736-0

113
15307-5934-5



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 233 芳悠土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町中辻

ABACBA 原 去 29.02.20 みゆき３ 黒原1482261 福芳土井 高美　萬喜子

3 274 芳悠土井 78.5 照一土井 美方郡新温泉町塩山

      去 29.01.10 ともなみ 黒2433939 福芳土井 山本　智明

11 262 菊西土井 82.0 照長土井 美方郡新温泉町飯野

AACBAB 去 29.01.22 きくやす２ 黒原1299736 高 菊安土井 村尾　賢一

2 274 丸福土井 78.6 谷福土井 美方郡新温泉町海上

CBCBAB 去 29.01.10 ふくしげ 黒2461429 茂金波 尾崎　広貴

5 266 芳悠土井 79.6 照美土井 美方郡新温泉町飯野

AABBAA 原 雌 29.01.18 ゆきひめ 黒2413824 福広土井 中井　勝

4 259 芳悠土井 80.1 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

BACBAA 原 雌 29.01.25 あきながにし 黒原1601492 照長土井 中井　のり子

10 258 芳山土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA 原 雌 29.01.26 めぐみ３ 黒原1331247 高 照長土井 中西　円吉

13 299 照忠土井 83.0 鶴丸土井 美方郡新温泉町春来

CACAAA 原 雌 28.12.16 こすぎ 黒原1237370 高育 菊照土井 田中　房夫

4 271 芳悠土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACBA 原 雌 29.01.13 こゆき 黒原1573929 照一土井 中村　文吾

2 264 芳山土井 82.2 丸富土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA 原 雌 29.01.20 ふくとみ 黒原1653843 福芳土井 中村　文吾

8 268 芳山土井 80.8 福広土井 美方郡香美町小代区東垣

AAACBA 原 雌 29.01.16 なかたにひめ 黒原1423397 菊照土井 中村　健治

3 259 芳山土井 81.1 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 雌 29.01.25 ９０きくとみ 黒原1624626 照長土井 長瀬　五一

5 266 照忠土井 81.1 福芳土井 美方郡香美町村岡区神坂

AAABAA 原 雌 29.01.18 さわよし 黒原1573911 鶴山土井 伊沢　正一

5 252 芳悠土井 79.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区和池

AAABAA 原 雌 29.02.01 あきふく２ 黒2402073 福芳土井 西崎　武志

138
13872-9847-9

139
13872-9669-7

140
13872-9882-0

135
13872-9645-1

136
13872-9647-5

137
13872-9692-5

132
13872-9805-9

133
13872-9489-1

134
13872-9517-1

129
13872-9926-1

130
13872-9466-2

131
13872-9806-6

127
13872-9550-8

128
13872-9327-6



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 283 丸宮土井 80.8 芳悠土井 宍粟市一宮町上岸田

BBAAAA 原 雌 29.01.01 ゆきこ 黒2493618 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

4 270 芳山土井 79.4 光照土井 宍粟市一宮町上岸田

AAACAA 原 雌 29.01.14 ふくみてる 黒2388900 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

7 235 照忠土井 81.2 福芳土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA 原 去 29.02.18 きくみふく８ 黒原1449861 照明土井 宮田　貴身仁

12 238 芳悠土井 81.1 福俊土井 豊岡市清冷寺

BBBABB 去 29.02.15 よしふく 黒原1299835 第２安鶴土井 浅井　光澄

5 235 芳悠土井 82.0 丸宮土井 豊岡市竹野町須野谷

AAABAA 原 去 29.02.18 ふくみや 黒原1561863 高育改 谷福土井 田中　寛

6 246 芳悠土井 81.6 丸福土井 豊岡市目坂

CABBAA 原 去 29.02.07 よしたけ４ 黒原1507994 高育 谷福土井 谷口　正徳

7 234 丸宮土井 81.5 福芳土井 養父市養父市場

BCAABA 去 29.02.19 とよふく 黒原1409452 幸豊土井 吉村　英美

7 247 芳悠土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

AABBBA 原 去 29.02.06 みなぎく 黒原1467540 照長土井 上垣　勇吾

8 256 芳悠土井 81.5 照一土井 養父市森

ABBBBA 原 去 29.01.28 まきいち 黒原1467531 福芳土井 田村　正宏

6 264 丸宮土井 81.0 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 29.01.20 のなか 黒原1528557 改 福芳土井 高橋　副武

1 258 丸若土井 81.1 芳悠土井 養父市大屋町若杉

      原 去 29.01.26 かりん２ 黒原1655357 照長土井 高橋　副武

9 227 丸宮土井 84.1 福芳土井 養父市大屋町若杉

BCAAAA 原 雌 29.02.26 かずよし 黒原1331089 菊照土井 高橋　副武

1 237 照忠土井 80.6 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 29.02.16 さとみず 黒2519063 第２安鶴土井 高橋　副武

11 252 千代藤土井 81.3 照長土井 養父市大屋町大屋市場

AACBAA 原 雌 29.02.01 たまみ３ 黒原1313593 高 谷美土井 岩花　玉男

153
15564-0162-4

154
13883-8421-8

150
15564-0157-0

151
15564-0159-4

152
15564-0176-1

147
13883-8432-4

148
13883-8255-9

149
15564-0427-4

144
15564-0457-1

145
15564-0512-7

146
15564-0562-2

141
15460-0757-7

142
15460-0758-4

143
13637-7960-2



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 279 芳悠土井 81.7 菊俊土井 朝来市神子畑

AAACCA 原 雌 29.01.05 とみぎく 黒原1331127 高改 北宮波 仙賀　隆文

2 243 千代藤土井 81.0 丸宮土井 豊岡市竹野町三原

AABAAA 原 雌 29.02.10 ぼたん１ 黒原1627759 育改 照明土井 加悦　大三郎

6 256 芳悠土井 81.3 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

AAAAAA 原 雌 29.01.28 たかこ 黒原1528516 高育改 福広土井 小牧　成基

5 248 丸宮土井 80.4 丸富土井 豊岡市宮井

BABAAA 原 雌 29.02.05 さちとら 黒原1542194 照長土井 綿田　正人

1 239 千代藤土井 82.1 芳悠土井 姫路市夢前町新庄

AACAAA 原 去 29.02.14 おふくの２ 黒2510305 照一土井 西影　昌久

8 253 丸宮土井 80.0 福広土井 赤穂市木津

BBBAAA 原 去 29.01.31 つるひめ 黒2309211 第２安鶴土井 溝田　泰司

4 240 丸宮土井 81.3 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

BAAAAA 原 去 29.02.13 やすみ４ 黒2423289 菊俊土井 横坂共栄農場

1 253 丸宮土井 79.4 芳悠土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 去 29.01.31 ふゆよし 黒2517151 照美土井 妻鹿　亮輔

1 266 芳悠土井 80.6 丸宮土井 神戸市北区淡河町神田

ABAAAA 原 去 29.01.18 みやなが 黒2507906 福広土井 奥下　均

12 274 芳山土井 81.7 照長土井 小野市昭和町

BBABBB 去 29.01.10 なかゆき６ 黒2157506 安幸土井 藤本　幹泰

1 242 芳悠土井 80.4 照一土井 小野市長尾町

      去 29.02.11 おかるい５の２ 黒2519151 丸宮土井 岡田　輝泰

7 247 芳悠土井 80.0 菊俊土井 丹波市山南町奥

BBBBBA 原 去 29.02.06 たけの７の５の６ 黒原1488921 福芳土井 寺内　勇人

9 276 照忠土井 81.6 菊俊土井 丹波市市島町乙河内

BAABAA 原 去 29.01.08 さち 黒原1319558 改 照長土井 荻野　浩

3 277 照忠土井 80.0 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

CAAAAA 去 29.01.07 まいこ 黒原1610926 照長土井 上田　真吾
168

13972-2796-4

165
15197-0757-2

166
13972-2781-0

167
15262-7231-5

162
15068-4029-9

163
14347-2074-8

164
14972-3334-6

159
14721-6866-3

160
13838-2316-3

161
13838-2298-2

156
15564-0517-2

157
15564-0462-5

158
13637-7721-9

155
15564-0583-7



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 233 芳悠土井 81.0 照長土井 丹波市市島町岩戸

BBABBA 原 去 29.02.20 ひろかず２ 黒原1370054 菊安土井 大槻　良

8 245 照忠土井 80.7 幸豊土井 丹波市市島町下竹田

CACBAB 去 29.02.08 ふくこ６の５ 黒原1429665 谷福土井 須原　芳夫

2 286 丸富土井 79.6 丸福土井 篠山市泉

CACBAA 原 雌 28.12.29 おふく 黒2463036 福芳土井 田村　亜衣

7 263 菊西土井 80.5 照波土井 篠山市郡家

BACAAB 原 雌 29.01.21 たけちよ４ 黒2269209 第２安鶴土井 松浦　俊明

7 252 芳悠土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町海上

BBBBAA 原 去 29.02.01 きよふく 黒原1482284 菊俊土井 植田　光隆

3 244 照忠土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA 原 去 29.02.09 さかえ６の６ 黒原1624583 照長土井 植田　秀作

5 262 芳悠土井 79.5 丸福土井 美方郡新温泉町海上

CBCAAA 原 去 29.01.22 みどり３の２の３ 黒2402092 幸豊土井 尾崎　栄太郎

5 255 芳悠土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町丹土

CBBBAA 原 去 29.01.29 まるてる 黒原1524456 照谷土井 県立但馬牧場公園

6 248 芳悠土井 80.2 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CABAAA 原 去 29.02.05 てるみ 黒原1524451 谷福土井 竹下　千江子

6 245 照忠土井 81.3 菊俊土井 美方郡香美町小代区佐坊

BAABAA 原 去 29.02.08 ふく３ 黒原1524446 谷福土井 本上　純也

3 263 芳悠土井 79.6 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABBAA 原 去 29.01.21 あきひめ 黒2452198 福芳土井 森脇　雄一

5 228 芳悠土井 80.1 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBBBBA 原 去 29.02.25 みつとみ 黒原1559112 改 福芳土井 森脇　薫明

2 228 芳山土井 82.6 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 29.02.25 ゆきひめ６の１ 黒原1653811 福芳土井 森脇　雄一

4 231 芳悠土井 81.0 鶴神土井 美方郡香美町村岡区神坂

CBCAAA 原 去 29.02.22 かずつる 黒原1592034 照長土井 伊沢　栄一

180
13872-9753-3

181
13872-9754-0

182
13872-9662-8

177
13872-9573-7

178
13872-9708-3

179
13872-9627-7

174
13872-9289-7

175
13872-9326-9

176
13637-7392-1

171
15262-6246-0

172
15262-6291-0

173
13872-9288-0

169
13972-2762-9

170
13972-2738-4



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 277 芳山土井 83.5 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAACAA 原 雌 29.01.07 よしつね３の１ 黒原1679865 菊俊土井 井上　哲也

12 258 芳山土井 81.8 照長土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACAA 原 雌 29.01.26 ななこ 黒原1299664 谷福土井 対中　広芳

3 261 西幸土井 80.2 照一土井 美方郡香美町村岡区長瀬

      原 雌 29.01.23 ふあてるくに 黒原1605625 芳悠土井 谷渕　侑生

3 246 芳悠土井 82.2 丸富土井 美方郡香美町小代区神場

AABBBA 原 雌 29.02.07 とみこ 黒原1624649 福芳土井 上治　秀正

10 287 芳悠土井 81.3 福芳土井 美方郡香美町小代区秋岡

AAABAA 原 雌 28.12.28 ふくみや 黒原1331220 高改 鶴丸土井 今井　正人

2 267 芳悠土井 81.1 菊毬土井 乳頭癒着 美方郡新温泉町諸寄

      雌 29.01.17 まんまり 黒2480544 照長土井 その他 大田　好雄

6 275 芳悠土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

BBBCCA 原 雌 29.01.09 おおみぞの５ 黒原1524505 谷福土井 福井　強

4 266 芳山土井 81.2 丸富土井 美方郡新温泉町塩山

AABCBA 原 雌 29.01.18 みつふくひめ 黒原1573925 高育改 菊照土井 坂本　隆子

3 274 芳悠土井 81.3 照一土井 美方郡新温泉町飯野

BBBBBA 原 雌 29.01.10 たつふく２ 黒原1624569 福芳土井 村尾　賢一

7 260 芳山土井 81.8 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 雌 29.01.24 みのり３の２ 黒原1482279 照長土井 寺谷　進

4 243 丸宮土井 80.5 福芳土井 宍粟市波賀町道谷

ABABBA 原 去 29.02.10 みゆき３の３ 黒2431381 菊俊土井 岸本　章弘

7 243 丸宮土井 81.6 福広土井 宍粟市波賀町道谷

BAAAAA 原 去 29.02.10 ゆみえ 黒2362259 菊俊土井 岸本　章弘

1 237 丸宮土井 81.6 芳悠土井 豊岡市中郷

      去 29.02.16 ふくふく 黒原1682736 福芳土井 新田　拡樹

3 235 照忠土井 81.1 福芳土井 豊岡市九日市中町

BAAAAA 原 去 29.02.18 みやとき 黒原1592132 照長土井 谷山　道洋

195
13637-7579-6

196
13637-7727-1

192
13872-9512-6

193
15415-0814-7

194
15415-0815-4

189
13872-9612-3

190
13872-9499-0

191
13872-9346-7

186
13872-9610-9

187
13872-9702-1

188
13872-9563-8

183
13872-9454-9

184
13872-9718-2

185
13872-9590-4



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 248 芳悠土井 80.2 丸福土井 豊岡市野上

BAABAA 原 去 29.02.05 ひさまる１０ 黒原1528508 福芳土井 西垣　富夫

2 258 芳山土井 81.1 丸宮土井 豊岡市竹野町三原

AAABAA 原 去 29.01.26 ぼたんの１ 黒原1594169 改 谷福土井 加悦　大三郎

10 263 千代藤土井 81.1 福芳土井 朝来市神子畑

AABBAA 原 去 29.01.21 きくみ６ 黒原1369064 高 菊俊土井 仙賀　隆文

9 239 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

ACAABA 原 去 29.02.14 ともよし 黒原1347510 第２鶴雪土井 上垣　勇吾

2 241 丸宮土井 79.5 福芳土井 養父市大屋町宮本

      去 29.02.12 みつふくなが２ 黒2482887 菊俊土井 寺尾　智也

6 251 芳悠土井 82.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA 原 去 29.02.02 あかつね 黒原1528550 谷美土井 高橋　大樹

13 248 芳山土井 81.2 照菊波 養父市大屋町若杉

BCBCCB 去 29.02.05 あつどい 黒原1206208 菊照土井 高橋　副武

1 223 芳悠土井 80.3 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAABAA 原 雌 29.03.02 もなか 黒2519067 菊俊土井 高橋　副武

4 227 照忠土井 79.8 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 29.02.26 ふるさと２ 黒2424419 鶴丸土井 高橋　副武

1 267 丸宮土井 81.5 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 29.01.17 ほそむ３ 黒原1682759 福広土井 高橋　副武

4 270 丸宮土井 81.5 福広土井 養父市森

BBAAAA 原 雌 29.01.14 まきざくら 黒原1594196 菊宮土井 田村　正宏

13 231 丸宮土井 82.0 照長土井 豊岡市清冷寺

CCCABA 原 雌 29.02.22 しげな 黒2146479 改 安幸土井 浅井　一二

3 272 千代藤土井 81.1 福芳土井 豊岡市出石町上野

AACBBA 原 雌 29.01.12 みき 黒原1608715 菊俊土井 山本　憲一

2 279 丸宮土井 81.6 芳悠土井 豊岡市但東町河本

BBAAAA 原 雌 29.01.05 よしてる 黒原1655342 光照土井 森井　正彦
210

13883-8141-5

207
15564-0422-9

208
15564-0459-5

209
13637-7588-8

204
15564-0170-9

205
15564-0172-3

206
15564-0228-7

201
13883-8287-0

202
15564-0167-9

203
15564-0169-3

198
15564-0504-2

199
15564-0586-8

200
13883-8256-6

197
13883-8083-8



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 280 芳悠土井 81.1 菊俊土井 朝来市山東町大月

BBABBA 原 雌 29.01.04 みやよし２ 黒原1528567 福芳土井 浅野　博

7 295 丸富土井 80.2 福広土井 宍粟市山崎町葛根

BACBBA 原 去 28.12.20 よしゆき３ 黒2329934 菊井土井 吉岡　慎治

1 229 芳悠土井 81.0 照忠土井 姫路市夢前町新庄

AAAAAA 原 去 29.02.24 おおただ 黒2519146 丸宮土井 西影　昌久

11 275 照忠土井 82.2 幸豊土井 佐用郡佐用町豊福

CABAAB 雌 29.01.09 たつみ 黒2150911 安幸土井 松本　義和

5 298 照忠土井 80.0 菊西土井 佐用郡佐用町口金近

BAAAAA 原 雌 28.12.17 たかよし４ 黒2411872 福芳土井 田辺　裕基

4 266 丸宮土井 80.4 照一土井 神戸市西区神出町

      雌 29.01.18 いちきく 黒2439203 菊俊土井 池本　俊彦

9 266 丸宮土井 81.2 照長土井 小野市万勝寺町

CCBAAA 原 去 29.01.18 たかてる 黒原1342771 高 安谷土井 五島　貴

4 240 芳悠土井 80.3 丸宮土井 小野市長尾町

AAAAAA 原 去 29.02.13 おかるい６ 黒2423279 菊伸土井 岡田　勇治

5 260 丸宮土井 79.5 菊西土井 小野市万勝寺町

BAAAAA 原 去 29.01.24 みやさかえ６の２ 黒2418414 福芳土井 宮下　俊子

7 235 芳山土井 80.8 菊宮土井 丹波市山南町北和田

BAACAB 去 29.02.18 ゆうこ 黒原1419299 豊菊波 松浪　一志

3 268 照忠土井 80.0 福芳土井 丹波市春日町野上野

AAABAA 原 去 29.01.16 よしなつ 黒原1601490 改 鶴長土井 山本　昇治

1 262 丸宮土井 80.8 芳山土井 丹波市市島町下竹田

AAAAAA 原 去 29.01.22 よしつる 黒2514978 菊俊土井 須原　芳夫

5 260 丸宮土井 78.1 福芳土井 丹波市市島町乙河内

AAABAA 原 去 29.01.24 あまね 黒2368096 菊俊土井 荻野　浩

6 239 千代藤土井 81.7 照一土井 丹波市山南町奥

AACAAA 原 去 29.02.14 おおふく 黒原1488918 福芳土井 寺内　勇人

222
13972-2710-0

223
15262-7234-6

224
13972-2756-8

219
15197-0781-7

220
13972-2754-4

221
13972-2801-5

216
14973-5601-4

217
15452-0869-2

218
15197-0759-6

213
14721-6867-0

214
13838-2272-2

215
14778-0212-8

211
13637-7629-8

212
15068-2103-8



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 263 茂和美波 81.4 丸富土井 篠山市下原山

      雌 29.01.21 とみこ 黒2510283 菊西土井 西村　敏雄

8 257 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区池ケ平

BBBBAA 原 去 29.01.27 ふるみ２ 黒原1444230 福芳土井 西井　秀一

4 237 照忠土井 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 去 29.02.16 みつふく６ 黒原1592067 照長土井 小林　操

3 279 芳悠土井 79.8 菊西土井 美方郡香美町村岡区味取

AABBAA 原 去 29.01.05 なみひで１の１ 黒2433934 鶴丸土井 西山　勝

2 243 芳悠土井 82.6 丸宮土井 美方郡香美町香住区丹生地

ABAAAA 原 去 29.02.10 みずほ 黒原1653821 照長土井 淀　貴至

6 258 芳悠土井 80.2 菊俊土井 美方郡香美町小代区神水

BABBAA 原 去 29.01.26 ふくみつめす 黒原1501789 菊照土井 毛戸　誠

2 243 芳悠土井 81.6 照忠土井 美方郡新温泉町春来

AAABAA 原 去 29.02.10 さかえ１１の３ 黒原1624589 福芳土井 小谷　和信

1 231 芳悠土井 81.8 照忠土井 美方郡新温泉町丹土

      去 29.02.22 つねふじ５の１ 黒原1679890 芳悠土井 西坂　嘉津美

13 248 芳山土井 82.7 谷福土井 美方郡新温泉町塩山

BAACAA 原 去 29.02.05 ふくてる 黒原1206173 照長土井 山本　智明

1 260 富塩土井 81.7 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

      原 去 29.01.24 てるちよ１ 黒原1679916 照一土井 尾崎　広貴

6 252 芳悠土井 79.2 照一土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA 原 去 29.02.01 ふくよ８の１ 黒2391479 改 第２照久土井 中井　勝

5 252 芳悠土井 78.5 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA 原 雌 29.02.01 きくにしき２ 黒2413820 菊俊土井 中井　のり子

14 226 照忠土井 84.7 鶴丸土井 美方郡新温泉町飯野

CABAAA 原 雌 29.02.27 かずこ１ 黒2078775 照長土井 村尾　憲弘

3 281 照忠土井 81.4 芳悠土井 美方郡新温泉町切畑

BAAAAA 原 雌 29.01.03 かねひさ 黒原1624555 照一土井 倉田　拓磨

237
15564-0062-7

238
13872-9296-5

234
13872-9467-9

235
13872-9804-2

236
13872-9807-3

231
13872-9301-6

232
13872-9543-0

233
13872-9329-0

228
13872-9507-2

229
15564-0131-0

230
13872-9798-4

225
15262-6286-6

226
13872-9712-0

227
13872-9909-4



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 248 西幸土井 81.0 照波土井 美方郡新温泉町諸寄

      雌 29.02.05 やすてるなみ　 黒原1331300 第２安鶴土井 田中　充

9 259 芳悠土井 84.7 福広土井 美方郡香美町小代区東垣

ABBBCA 原 雌 29.01.25 みやよしひろ 黒原1404903 照長土井 中村　まゆみ

4 250 照忠土井 83.1 芳山土井 美方郡香美町小代区東垣

AAAAAA 原 雌 29.02.03 おじろひめ１ 黒原1592092 改 丸富土井 今井　正己

12 254 芳山土井 81.3 照長土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 29.01.30 １７８ながつる 黒原1299675 第２安鶴土井 長瀬　五一

1 295 芳山土井 79.7 福広土井 美方郡香美町村岡区村岡

      雌 28.12.20 よしこ１ 黒2493635 丸富土井 美方ファーム㈱

1 290 芳山土井 79.7 菊西土井 美方郡香美町村岡区村岡

      雌 28.12.25 ゆきひめ８２ 黒2493637 福広土井 美方ファーム㈱

9 242 芳悠土井 82.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区和池

CBCABA 原 雌 29.02.11 きくふじ 黒原1404847 照長土井 西崎　武志

3 279 丸宮土井 81.0 芳山土井 宍粟市波賀町道谷

BAAAAA 原 雌 29.01.05 みゆき 黒2431382 照長土井 岸本　章弘

1 246 照忠土井 82.0 芳山土井 宍粟市波賀町道谷

AAAAAA 原 雌 29.02.07 ちひろ１１ 黒2519142 菊原波 岸本　章弘

7 290 丸宮土井 80.0 福芳土井 豊岡市宮井

BAABAA 原 去 28.12.25 まゆ２ 黒原1368990 鶴丸土井 綿田　謙

10 270 照忠土井 81.7 福芳土井 朝来市神子畑

BAABAA 原 去 29.01.14 ぶんぷく 黒原1369063 菊道土井 仙賀　隆文

12 263 丸宮土井 82.5 福己土井 朝来市和田山町寺内

CCCACB 去 29.01.21 よしふく 黒原1271197 照長土井 磯　四郎

2 257 丸宮土井 81.0 芳山土井 養父市養父市場

      去 29.01.27 としみ２５ 黒原1640963 菊俊土井 吉村　英美

8 252 芳悠土井 81.6 菊俊土井 養父市建屋

BAABBA 原 去 29.02.01 ふくはな 黒原1449832 照長土井 野中　稔
252

15018-0936-9

249
15564-0584-4

250
15564-0520-2

251
13883-8431-7

246
15415-0808-6

247
15415-0811-6

248
13637-7718-9

243
13872-9540-9

244
13872-9541-6

245
13872-9883-7

240
13872-9693-2

241
13872-9699-4

242
13872-9850-9

239
13872-9977-3



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 228 丸富土井 82.0 福広土井 養父市八鹿町高柳

CBCCCA 去 29.02.25 ゆきひめ５の３ 黒原1449855 照長土井 但馬農高

4 239 芳悠土井 79.8 照一土井 養父市大屋町若杉

      去 29.02.14 みやまる 黒2431359 丸福土井 高橋　副武

10 243 丸若土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

      原 去 29.02.10 みつたけ 黒原1299814 菊安土井 高橋　副武

12 243 丸宮土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 去 29.02.10 よしなが 黒原1271517 谷美土井 高橋　大樹

10 221 芳悠土井 81.7 照長土井 養父市大屋町若杉

BABBAA 原 雌 29.03.04 さゆき 黒原1299821 改 安幸土井 高橋　本明

5 233 照忠土井 80.5 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 29.02.20 まんげつふく１ 黒原1561898 福芳土井 高橋　副武

5 252 芳悠土井 78.1 丸宮土井 乳頭癒着 養父市大屋町宮垣

      雌 29.02.01 ふくみや 黒2402127 菊俊土井 その他 岩花　希

4 247 芳山土井 81.6 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA 原 雌 29.02.06 つばき 黒原1594200 福芳土井 上垣　勇吾

3 233 芳悠土井 80.5 照一土井 豊岡市竹野町三原

BABBAA 原 雌 29.02.20 ぼたん３ 黒原1594168 谷福土井 加悦　大三郎

1 256 芳悠土井 83.0 照城波 豊岡市目坂

ABACCA 原 雌 29.01.28 ゆりか 黒原1682733 菊俊土井 谷口　正徳

1 288 千代藤土井 81.3 丸市土井 朝来市和田山町安井

      雌 28.12.27 いちさくら 黒2514966 北前宮 県北部農業技術センタ

6 230 芳山土井 81.0 鶴山土井 赤穂市木津

AAABAB 去 29.02.23 むつみ１ 黒2329928 福俊土井 溝田　泰司

2 290 芳悠土井 80.5 丸富土井 相生市矢野町真広

AABCBA 原 去 28.12.25 さかえまる２ 黒2469040 茂広波 坂本　修一

10 300 丸富土井 82.0 茂美波 佐用郡佐用町櫛田

BACCBC 雌 28.12.15 さゆり１ 黒2207165 照長土井 竹内　隆

264
13838-2317-0

265
14096-8928-5

266
14778-0237-1

261
15564-0518-9

262
13883-8193-4

263
08642-5862-3

258
15564-0158-7

259
13883-8422-5

260
13883-8254-2

255
15564-0171-6

256
15564-0173-0

257
15564-0178-5

253
15564-0257-7

254
15564-0175-4



兵庫西

雌： 122 雄： 去： 148 合計 270
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

平成29年10月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 279 菊優土井 81.1 丸宮土井 佐用郡佐用町横坂

      雌 29.01.05 みき４ 黒2493657 福芳土井 横坂共栄農場

3 308 千代藤土井 80.2 菊俊土井 姫路市白鳥台

BACAAA 原 雌 28.12.07 あさきく 黒2437601 鶴丸土井 石原　寛大

3 295 丸宮土井 80.3 照忠土井 豊岡市但東町河本

      去 28.12.20 てるさくら 黒原1627771 芳山土井 森井　正彦

11 252 丸宮土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

CCAAAA 原 雌 29.02.01 しげてる３ 黒原1331099 高 安幸土井 岩花　玉男
270

13883-8420-1

267
13838-2271-5

268
15274-8369-7

269
13883-8142-2


