
雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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

6 273 千代藤土井 80.6 照一土井 豊岡市但東町河本

BACBAA 原 去 29.06.14 ふくてる 黒原1467514 谷福土井 森井　正彦

1 248 芳悠土井 80.0 丸宮土井 朝来市和田山町土田

AAAAAA 原 去 29.07.09 はなこ５の５ 黒2531411 福広土井 川見　和秀

8 236 丸宮土井 81.2 菊俊土井 朝来市和田山町中

CBBAAA 原 去 29.07.21 としむすめ 黒原1467556 照長土井 宮田　靖仁

6 257 芳悠土井 82.4 照長土井 丹波市春日町野瀬

CBCABA 原 去 29.06.30 つるなが 黒原1497791 谷福土井 細見　健次

10 265 芳悠土井 82.0 照長土井 丹波市山南町北和田

AAAAAA 原 去 29.06.22 きくなが 黒原1336551 菊安土井 松浪　三千美

2 276 千代藤土井 82.2 芳悠土井 丹波市春日町棚原

AACBAA 原 去 29.06.11 ゆきのしたゆきの 黒原1653974 菊俊土井 山本　智

8 247 照忠土井 81.8 第１菊武土井 丹波市青垣町田井縄

CBCAAC 去 29.07.10 やすよ 黒2252636 第２安鶴土井 足立　美佐子

13 276 芳山土井 81.7 鶴丸土井 丹波市春日町野上野

CAACAA 去 29.06.11 やすまる 黒2082358 菊照土井 杉本　政雄

2 282 芳悠土井 81.0 丸富土井 丹波市氷上町犬岡

AABCBA 原 去 29.06.05 こすぎ３の３ 黒原1653952 福芳土井 勢志　政和

7 253 丸宮土井 80.3 光照土井 丹波市山南町北和田

CBAAAA 原 雌 29.07.04 みつみ 黒原1449559 福俊土井 松浪　一志

7 282 丸宮土井 80.5 菊俊土井 丹波市春日町松森

BBABAA 原 雌 29.06.05 つねぎく 黒原1482297 照長土井 秋末　一男

5 289 宮菊城 78.4 福芳土井 篠山市今田町市原

AAAAAA 原 雌 29.05.29 まこと 黒2410387 鶴丸土井 古家後　二美子

7 303 丸明波 80.2 照長土井 篠山市曽地奥

CACAAA 原 去 29.05.15 はる 黒2334708 菊俊土井 岡本　栄一

1 259 茂和美波 81.6 芳悠土井 美方郡香美町村岡区和池

CACAAA 原 去 29.06.28 えいこ３ 黒原1679864 鶴丸土井 西崎　武志
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育種価資格

1
14158-7430-9

2
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平成30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3
15683-2224-5



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 283 丸明波 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 去 29.06.04 ふるさと２ 黒原1559108 育改 菊俊土井 森脇　薫明

10 280 丸明波 80.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABCAA 原 去 29.06.07 ふくとし 黒原1368950 高育改 鶴丸土井 森脇　雄一

5 277 丸明波 80.7 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABCAA 原 去 29.06.10 ひさひめ 黒原1559123 高育 鶴丸土井 森脇　雄一

7 302 茂和美波 79.4 菊俊土井 美方郡香美町香住区丹生地

BACBBA 原 去 29.05.16 みやもり２ 黒2363019 北宮波 今西　修輔

3 287 丸明波 80.6 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

BABBAA 原 去 29.05.31 みやひさ 黒原1624652 福芳土井 今井　正人

7 245 芳悠土井 80.6 福広土井 美方郡新温泉町井土

BABBAA 原 去 29.07.12 ふくこ 黒原1444382 照長土井 岸　洋志

14 274 芳山土井 80.2 鶴味土井 美方郡新温泉町丹土

ABACBB 去 29.06.13 つるみ 黒原1239882 照長土井 県立但馬牧場公園

2 255 芳山土井 85.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 29.07.02 まるひさ 黒原1653807 丸富土井 村尾　和広

9 279 丸福土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

CBCBAA 去 29.06.08 やすながふく 黒原1331265 高 照長土井 中井　太一郎

2 293 照忠土井 81.0 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 雌 29.05.25 きくみ２ 黒原1653835 鶴味土井 中井　のり子

4 291 菊西土井 80.5 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AABBAA 原 雌 29.05.27 ぴんこ３ 黒原1592112 谷美土井 中井　勝

2 267 芳山土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 雌 29.06.20 ひざまくら 黒原1624565 照長土井 野田　良之

2 272 芳山土井 81.5 芳悠土井 美方郡新温泉町切畑

AAACAA 原 雌 29.06.15 ちはる２の２ 黒原1653823 改 菊俊土井 倉田　拓磨

12 280 照忠土井 81.5 菊俊土井 乳頭異常 美方郡香美町小代区東垣

      雌 29.06.07 みるく 黒2146405 照長土井 その他 今井　正己
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雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 277 芳山土井 81.0 照一土井 美方郡香美町小代区神場

BAABAA 原 雌 29.06.10 いちふく 黒原1592089 谷福土井 上治　秀正

5 291 照村土井 80.4 丸富土井 美方郡香美町村岡区味取

BACAAB 原 雌 29.05.27 てるみ１ 黒原1501777 照義土井 西山　勝

8 287 丸富土井 80.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

CACBAA 原 雌 29.05.31 ゆきなが５ 黒原1404887 照長土井 西山　勝

14 272 芳悠土井 81.7 照長土井 美方郡香美町村岡区味取

ACBCCA 原 雌 29.06.15 みつえ 黒原1237456 高 第２安鶴土井 阿瀬　稔

11 292 芳山土井 80.4 照長土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 29.05.26 １９１やすもり２ 黒原1317196 第２安鶴土井 長瀬　五一

1 271 照忠土井 81.6 芳悠土井 美方郡香美町村岡区神坂

CABAAA 原 雌 29.06.16 てるひさ 黒原1679862 照長土井 小林　寿明

11 296 茂和美波 81.7 幸豊土井 美方郡香美町村岡区宿

CBCABB 雌 29.05.22 かつみゆき１ 黒原1368916 菊俊土井 上田　伸也

2 311 千代藤土井 80.8 芳悠土井 養父市大屋町若杉

AACAAA 原 去 29.05.07 はなきく２ 黒2482898 改 菊俊土井 高橋　副武

2 306 照忠土井 81.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

      去 29.05.12 たけみち 黒原1655358 福芳土井 高橋　副武

9 276 芳悠土井 81.6 鶴山土井 豊岡市出石町暮坂

BCBBBA 去 29.06.11 よしわか 黒原1409428 菊照土井 旗谷　仁志

5 309 芳山土井 80.7 菊西土井 豊岡市引野

AAABAA 原 去 29.05.09 あいこ 黒原1561847 福芳土井 竹村　清志

2 306 忠隆土井 79.0 照忠土井 朝来市和田山町安井

      去 29.05.12 こと 黒2488351 北俊土井 県北部農業技術センタ

1 297 照忠土井 80.8 宮菊城 朝来市和田山町安井

      去 29.05.21 きくとみか 黒2524080 丸富土井 県北部農業技術センタ

7 288 千代藤土井 80.0 照宮土井 朝来市神子畑

BACAAA 原 去 29.05.30 てるゆき 黒原1423421 福芳土井 仙賀　隆文
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雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 293 丸宮土井 80.0 宮喜 豊岡市宮井

CCBABA 原 雌 29.05.25 ありがたき３ 黒2519012 奥隼 綿田　謙

3 293 宮喜 81.0 千代藤土井 異性複数産子 豊岡市宮井

      雌 29.05.25 まり 黒原1655334 丸宮土井 その他 綿田　謙

3 297 芳悠土井 80.6 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

      雌 29.05.21 れいこ 黒2462984 福芳土井 小牧　伸典

7 274 芳山土井 80.2 菊俊土井 朝来市和田山町野村

AAACBB 原 雌 29.06.13 きくみ９ 黒原1508019 福芳土井 宮田　貴身仁

10 257 芳悠土井 80.0 豊菊波 養父市養父市場

CBCBBA 原 雌 29.06.30 とよひろ 黒2219709 照長土井 吉村　英美

12 289 丸宮土井 80.2 鶴山土井 養父市建屋

BCBABB 原 雌 29.05.29 よしてつ４ 黒原1299787 菊照土井 大封　香代子

5 274 千代藤土井 79.1 丸福土井 乳頭癒着 養父市大屋町大屋市場

      雌 29.06.13 ふくたま 黒2416015 照長土井 その他 岩花　玉男

6 267 千代藤土井 80.0 菊俊土井 乳頭異常 養父市大屋町大屋市場

      雌 29.06.20 てるよ２ 黒原1542210 照長土井 その他 岩花　玉男

1 253 照忠土井 80.7 芳山土井 赤穂市鷆和

BAAAAA 原 雌 29.07.04 さくら２ 黒2531365 宮弘波 後藤　清二

6 261 丸宮土井 81.7 福芳土井 姫路市夢前町新庄

BBABAA 原 雌 29.06.26 おおみぞ８２４ 黒2376707 照長土井 西影　昌久

5 234 丸明波 82.6 福芳土井 佐用郡佐用町才金

CACAAA 原 雌 29.07.23 ふくひめ 黒2362275 照長土井 谷口　寿美

1 290 芳悠土井 80.6 照忠土井 三田市沢谷

AABAAA 原 去 29.05.28 くにまる５ 黒2524101 福広土井 妻鹿　亮輔

8 260 丸宮土井 81.7 奥隼 加西市大内町

CBAAAB 雌 29.06.27 たにはや 黒2309205 谷石土井 藤原　護

1 304 宮喜 80.8 芳悠土井 加古川市上荘町井ノ口

      去 29.05.14 たかやすいちの２ 黒2517166 照一土井 ㈱神戸井相田牧場
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雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14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 丸典土井 79.7 千代藤土井 丹波市山南町奥

      去 29.06.10 ちこ２７ 黒2526528 照長土井 寺内　昭則

8 251 丸明波 82.0 福広土井 丹波市春日町棚原

CACBAA 去 29.07.06 きよひめ３ 黒原1449594 菊照土井 山本　浩

11 231 芳山土井 81.6 菊俊土井 丹波市市島町岩戸

AAACAA 原 去 29.07.26 まちなが２ 黒原1310049 照長土井 大槻　良

11 243 千代藤土井 81.5 鶴山土井 丹波市山南町北和田

CACAAA 去 29.07.14 みつふく５の６ 黒2110246 菊照土井 松浪　一志

7 263 丸宮土井 81.0 菊宮土井 丹波市青垣町東芦田

BAAAAA 原 雌 29.06.24 みさと 黒原1419303 谷美土井 前田　貴雄

2 254 千代藤土井 81.4 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

BACAAA 原 雌 29.07.03 さちとし２６ 黒原1653949 菊俊土井 上田　真吾

9 263 芳山土井 80.2 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AAACBA 原 雌 29.06.24 しげよし 黒原1340981 照長土井 上田　真吾

5 306 芳山土井 78.7 丸宮土井 篠山市今田町市原

BAABAA 原 雌 29.05.12 ゆききく８の１ 黒2420161 菊俊土井 古家後　康夫

4 308 丸宮土井 80.3 千代藤土井 篠山市倉本

BABAAA 原 雌 29.05.10 なつひ 黒2431374 谷福土井 宇杉　弘

12 249 芳山土井 81.5 鶴丸土井 篠山市曽地奥

AAACBA 原 去 29.07.08 ながふく４ 黒原1237428 照長土井 岡本　栄一

7 285 芳山土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

ABACBA 原 去 29.06.02 ふとまる３の２ 黒原1501800 改 照菊波 植田　秀作

6 292 芳悠土井 80.0 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CBCBAA 原 去 29.05.26 ときとしまる 黒原1524462 菊俊土井 村尾　高司

11 285 芳山土井 81.8 照長土井 美方郡新温泉町塩山

BABCAA 原 去 29.06.02 ふくひろ 黒原1331259 谷福土井 山本　智明

10 274 丸富土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

CBCCCB 去 29.06.13 きくつる７ 黒原1368831 高 照長土井 西坂　嘉津美
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雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 265 照忠土井 81.1 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

BAAAAA 原 去 29.06.22 つるひめ３ 黒原1464019 照長土井 竹下　与輔

16 278 丸明波 84.4 鶴山土井 美方郡香美町小代区東垣

CBCABB 去 29.06.09 みやづる 黒原1170059 照長土井 中村　まゆみ

7 281 丸宮土井 81.1 照一土井 美方郡香美町香住区丹生地

CBBAAA 原 去 29.06.06 つるこ３ 黒原1482200 鶴山土井 淀　貴至

6 295 照忠土井 80.7 福広土井 左眼周囲に大きな輪 美方郡香美町村岡区長瀬

      去 29.05.23 さちひめ 黒原1444279 照長土井 その他 谷渕　侑生

3 276 芳山土井 81.4 照也土井 美方郡香美町村岡区高津

AAACAA 原 去 29.06.11 てるこ 黒原1624644 福広土井 田中　博文

5 264 芳山土井 80.1 菊西土井 美方郡香美町村岡区村岡

      去 29.06.23 みき 黒2413803 福芳土井 美方ファーム㈱

3 253 菊西土井 80.3 芳山土井 美方郡香美町村岡区村岡

      去 29.07.04 ももえ１ 黒2452192 照美土井 美方ファーム㈱

2 305 照忠土井 80.1 芳山土井 美方郡香美町村岡区和池

BAABAA 原 雌 29.05.13 えいこ２ 黒2480503 鶴丸土井 西崎　武志

1 284 丸富土井 80.7 茂広波 美方郡香美町村岡区神坂

ABCCCA 原 雌 29.06.03 しめひろ 黒2514903 福芳土井 伊沢　正一

10 261 丸富土井 81.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACCBA 原 雌 29.06.26 ふくえ１ 黒原1368949 高育 照長土井 小林　操

1 303 丸明波 80.4 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 雌 29.05.15 のりこ 黒2514921 鶴山土井 森脇　雄一

11 303 照忠土井 81.1 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACAB 原 雌 29.05.15 たにきそひめ３ 黒原1331182 谷福土井 森脇　雄一

2 292 照忠土井 81.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAA 原 雌 29.05.26 ひでよし６ 黒原1653813 照長土井 森脇　雄一

7 263 芳山土井 82.4 菊俊土井 美方郡香美町小代区秋岡

AAACBA 原 雌 29.06.24 よしみ 黒原1482208 高育 照長土井 吉岡　芳彦
84

15683-1339-7

81
13872-9777-9

82
13872-9779-3

83
13872-9781-6

78
15564-0103-7

79
15683-1321-2

80
15683-1312-0

75
13872-9713-7

76
14096-8950-6

77
15683-1091-4

72
14778-0397-2

73
15683-1424-0

74
13872-9593-5

71
15683-1304-5



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 286 芳山土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町小代区神水

BAACAA 原 雌 29.06.01 きくおおみぞ 黒原1524433 鶴山土井 毛戸　誠

4 288 丸富土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

BBCCCB 原 雌 29.05.30 はるきく２ 黒原1524449 改 谷福土井 中丘　亀雄

7 269 富塩土井 81.0 福広土井 美方郡新温泉町塩山

      原 雌 29.06.18 だいふく 黒原1501793 改 菊照土井 坂本　隆子

5 223 茂和美波 80.7 照也土井 美方郡新温泉町海上

CACAAB 雌 29.08.03 つつじ３ 黒原1559131 改 鶴山土井 安田　義幸

3 243 芳悠土井 80.5 丸富土井 美方郡新温泉町岸田

BACAAA 原 雌 29.07.14 かねまる 黒原1624590 改 鶴山土井 田中　孝広

1 270 照忠土井 81.0 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

BAAAAA 原 雌 29.06.17 みやゆき 黒2510290 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

11 253 芳悠土井 80.6 菊俊土井 養父市森

ABACCA 原 去 29.07.04 ひめとし 黒原1299794 谷福土井 田村　正宏

13 262 芳山土井 83.5 照長土井 養父市浅野

BAACBA 原 去 29.06.25 いつみ 黒原1172225 改 安美土井 米田　俊夫

8 293 丸宮土井 81.4 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA 原 去 29.05.25 おきなお 黒原1449846 谷福土井 上垣　勇吾

4 279 広阿津土井 81.1 福芳土井 朝来市和田山町安井

AABBAA 原 去 29.06.08 みやふく 黒原1559192 菊俊土井 県北部農業技術センタ

1 248 菊優土井 80.2 宮喜 朝来市和田山町安井

CABBAA 去 29.07.09 よしみ 黒2524084 谷石土井 県北部農業技術センタ

10 220 芳山土井 81.6 照明土井 豊岡市目坂

AAACAA 原 去 29.08.06 あけむすめ 黒原1331059 改 谷福土井 谷口　正徳

3 239 芳悠土井 80.1 石義丸 豊岡市竹野町三原

BBCAAA 原 去 29.07.18 たかね１ 黒2472124 改 照長土井 加悦　大三郎

5 255 千代藤土井 80.0 丸福土井 朝来市和田山町野村

BACBAA 原 去 29.07.02 ふくまちまる９ 黒原1508016 福芳土井 宮田　貴身仁
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15564-0573-8

97
14158-7466-8

98
15564-0645-2

93
13883-8493-5

94
08642-5942-2

95
08642-5964-4
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15460-0769-0

91
15564-0406-9
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14158-7462-0
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15683-1476-9

88
14778-0386-6
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15683-1385-4
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14778-0364-4



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 239 芳悠土井 81.2 照明土井 朝来市和田山町野村

AAAABA 原 去 29.07.18 きくみあき 黒原1299826 改 菊俊土井 宮田　貴身仁

4 281 芳悠土井 83.1 丸宮土井 豊岡市野上

AAAAAA 原 去 29.06.06 かりゆしまるこ 黒原1594173 谷石土井 西垣　富夫

1 285 茂和美波 80.0 芳山土井 神戸市産　乳頭数不足 豊岡市但東町小谷

      雌 29.06.02 ぷれじぃる７４ 黒2519025 菊俊土井 その他 全農兵庫　但東畜産Ｃ

4 288 千代藤土井 80.0 芳山土井 豊岡市中郷

BABAAA 原 雌 29.05.30 ふくぼたん 黒原1594170 改 鶴丸土井 新田　義孝

9 308 照忠土井 80.4 福朝土井 豊岡市但東町河本

CABBAA 原 雌 29.05.10 きよふく 黒原1292432 照長土井 森井　正彦

8 268 丸宮土井 81.8 福芳土井 豊岡市但東町河本

BCABBA 原 雌 29.06.19 ゆきふく 黒原1369003 改 第２鶴雪土井 森井　正彦

14 264 丸宮土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

CBBBAA 原 雌 29.06.23 のぞみ２ 黒原1239775 谷美土井 高橋　副武

12 294 照忠土井 82.0 鶴丸土井 養父市大屋町若杉

CAABAA 原 雌 29.05.24 まるかず 黒原1271515 改 菊照土井 高橋　副武

1 255 丸若土井 81.0 芳山土井 養父市大屋町若杉

      原 雌 29.07.02 さゆこ 黒原1682760 照長土井 高橋　本明

4 273 芳悠土井 81.4 丸宮土井 養父市大屋町宮本

      雌 29.06.14 みつひめ２ 黒原1594198 福広土井 寺尾　智也

3 277 照忠土井 82.4 福芳土井 姫路市白鳥台

      雌 29.06.10 よしみ２の１ 黒2450343 丸福土井 石原　寛大

5 257 菊優土井 81.3 鶴丸土井 たつの市御津町中島

CABBAB 雌 29.06.30 やすはる３ 黒2369459 照長土井 吉田　和子

3 287 芳山土井 80.3 芳悠土井 相生市矢野町真広

AAACAA 原 雌 29.05.31 ともみ７の５ 黒2456076 照長土井 坂本　修一

3 312 丸宮土井 80.8 照一土井 佐用郡佐用町口長谷

CBBAAA 原 去 29.05.06 つゆいち 黒2418419 光照土井 竹田　瞳

111
13663-3428-0
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13838-2328-6
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109
13601-8376-1

110
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105
15564-0820-3
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15564-0804-3

107
15564-0822-7
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104
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100
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08632-4371-2



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 269 宮菊城 80.2 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

AAABBA 原 雌 29.06.18 ひめこ 黒2458454 北宮波 有田　覚

1 293 芳山土井 80.5 照忠土井 三田市沢谷

AAACAA 原 去 29.05.25 つるふくてる 黒2524108 福芳土井 妻鹿　亮輔

1 270 丸宮土井 79.7 菊俊土井 小野市広渡町

BAAAAA 原 雌 29.06.17 やすひで１１２ 黒2519153 福芳土井 前田　勇雄

10 290 丸宮土井 80.3 照俊土井 小野市長尾町

BBAAAA 原 雌 29.05.28 みやいずみ５ 黒2252627 菊井土井 岡田　秀子

8 272 芳悠土井 81.0 菊宮土井 丹波市山南町奥

BAABAA 原 去 29.06.15 ほくぶ１ 黒原1449555 谷美土井 寺内　勇人

7 265 千代藤土井 81.8 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BACAAA 原 去 29.06.22 よしこ 黒原1497779 幸豊土井 上田　真吾

11 266 芳山土井 82.5 福俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAABBB 去 29.06.21 あまくさ 黒原1310042 安幸土井 上田　真吾

6 286 千代藤土井 80.2 福俊土井 丹波市青垣町東芦田

AACAAA 原 去 29.06.01 ふくひろ 黒原1409612 照長土井 前田　貴雄

5 249 千代藤土井 82.0 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

BABAAA 原 雌 29.07.08 まちよしまる 黒原1569965 福芳土井 大槻　良

9 268 照忠土井 81.1 福俊土井 丹波市市島町下竹田

BABAAA 原 雌 29.06.19 はまとし 黒原1419309 菊照土井 須原　芳夫

8 249 芳悠土井 81.7 福広土井 丹波市柏原町柏原

BBBBBA 原 雌 29.07.08 はるな 黒原1429654 照長土井 下山　一彦

5 292 照忠土井 79.4 福芳土井 篠山市今田町市原

AAABAA 原 雌 29.05.26 てるみや１１ 黒2410388 菊俊土井 古家後　康夫

6 266 芳山土井 80.8 丸富土井 篠山市曽地口

AAACBA 原 去 29.06.21 きくまる 黒2380529 菊安土井 清水　健司

5 307 丸富土井 79.1 照也土井 美方郡香美町村岡区黒田

CACBAA 去 29.05.11 ながおかひめ 黒2413784 育 照長土井 長岡　直美
126

15683-1380-9

123
13658-3026-4

124
14730-6180-2

125
15572-6315-3

120
13658-2917-6

121
13658-2953-4
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15452-0863-0

113
15514-3953-0



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 246 丸明波 82.4 照波土井 美方郡香美町村岡区熊波

BACBAB 去 29.07.11 きくひめなみ 黒原1331180 第２安鶴土井 井上　哲也

12 233 照村土井 82.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区熊波

AABAAB 去 29.07.24 ひろふく 黒原1299651 照長土井 井上　哲也

8 281 芳山土井 78.8 茂広波 美方郡香美町香住区丹生地

ABACCB 去 29.06.06 かずこひめ 黒2309228 越照波 今西　修輔

14 301 芳悠土井 82.3 照長土井 美方郡香美町小代区秋岡

BBCBBA 原 去 29.05.17 ゆきふくの８ 黒原1206229 高育 谷福土井 小谷　よしの

9 257 丸明波 81.3 茂美波 美方郡香美町小代区貫田

CACBAB 去 29.06.30 しげみ 黒原1331294 育改 茅菊波 小林　一樹

3 291 芳山土井 82.7 丸富土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA 原 去 29.05.27 しょうふく 黒原1624592 福芳土井 中村　文吾

16 285 照忠土井 82.1 第２鶴雪土井 美方郡新温泉町丹土

CBBBBC 去 29.06.02 たけの６の２ 黒原1127046 菊照土井 中井　雄次

10 277 芳山土井 82.8 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 去 29.06.10 よしてる 黒原1368841 高育 照長土井 山本　智明

1 264 照忠土井 82.5 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 去 29.06.23 たけひさ 黒原1679911 菊俊土井 村尾　憲弘

4 282 芳山土井 82.8 照一土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 去 29.06.05 ちはる７の５ 黒原1592118 高 越照波 池成　肇

4 306 芳悠土井 79.3 照長土井 美方郡新温泉町海上

BBBBBA 原 雌 29.05.12 てるかね 黒2441440 改 越照波 尾崎　広貴

8 256 芳山土井 80.5 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA 原 雌 29.07.01 たかてる４の１ 黒原1444370 鶴山土井 寺谷　進

3 280 丸明波 80.0 照一土井 美方郡新温泉町中辻

      雌 29.06.07 さゆり 黒原1624562 福広土井 高美　治

1 286 丸明波 81.6 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

BABAAA 原 雌 29.06.01 みやよしひさ 黒原1679881 鶴丸土井 今井　正人
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15683-1144-7

139
15564-0995-8

140
15683-1378-6

135
15683-1150-8

136
14778-0385-9
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15564-0784-8

132
15564-0097-9
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14778-0379-8
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15683-1050-1

128
15683-1054-9



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 290 芳悠土井 83.0 照忠土井 美方郡香美町香住区丹生地

AAAAAA 原 雌 29.05.28 こうふく１５ 黒原1679879 福芳土井 淀　貴至

6 280 照忠土井 80.7 丸宮土井 美方郡香美町香住区丹生地

CABAAA 原 雌 29.06.07 みちこ 黒原1524431 育改 菊俊土井 淀　貴至

1 306 照忠土井 80.4 芳山土井 美方郡香美町村岡区境

BAABAA 原 雌 29.05.12 おふくやま 黒2514929 丸福土井 田中　一馬

12 282 芳悠土井 81.1 菊伸土井 美方郡香美町村岡区境

AABBAA 原 雌 29.06.05 ふくこ 黒原1331197 照長土井 田中　一馬

5 289 照忠土井 81.2 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAA 原 雌 29.05.29 ６１としふく 黒原1542175 福広土井 長瀬　五一

13 296 芳悠土井 80.5 第２安鶴土井 美方郡香美町村岡区丸味

BCBBCA 原 雌 29.05.22 きくふく９の１ 黒2146404 越照波 対中　広芳

1 297 照忠土井 80.3 茂広波 美方郡香美町村岡区萩山

BABBAA 原 雌 29.05.21 ながなみひめ 黒2514912 照也土井 田中　稔

9 300 丸富土井 82.0 照長土井 美方郡香美町村岡区神坂

CCCABB 雌 29.05.18 こゆき 黒原1331144 菊照土井 伊沢　栄一

1 250 千代藤土井 80.5 照忠土井 宍粟市一宮町上岸田

BACAAA 原 去 29.07.07 まゆみ 黒2510291 丸宮土井 大封アグリ　一宮牧場

14 295 芳山土井 83.2 照長土井 豊岡市但東町高竜寺

BABCAC 去 29.05.23 ゆうか９ 黒原1172280 改 安谷土井 小牧　伸典

3 265 丸宮土井 81.0 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

BBAAAA 原 去 29.06.22 ふくたか 黒原1640962 菊照土井 小牧　伸典

5 309 芳悠土井 80.0 丸富土井 豊岡市宮井

BBCCCA 原 去 29.05.09 うれしき 黒原1489262 改 照長土井 綿田　謙

2 293 宮喜 81.0 千代藤土井 異性複数産子 豊岡市宮井

      去 29.05.25 まり 黒原1655334 丸宮土井 綿田　謙

3 291 照村土井 80.7 茂初波 朝来市和田山町安井

AABAAC 去 29.05.27 はつはな 黒2463008 菊俊土井 県北部農業技術センタ

153
15564-0532-5

154
08642-5934-7

150
15564-0484-7

151
15564-0486-1

152
15564-0531-8

147
13872-9966-7

148
15683-1330-4

149
15632-0821-6

144
15683-1637-4

145
13872-9881-3

146
15683-1191-1

141
15683-1423-3

142
15683-1425-7

143
15683-1128-7



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 283 茂和美波 81.3 丸春土井 朝来市和田山町安井

CBCBBA 原 去 29.06.04 まるみ 黒原1659987 茂広波 県北部農業技術センタ

1 292 丸宮土井 83.5 福芳土井 養父市養父市場

BBAAAA 原 去 29.05.26 たかね３ 黒原1682748 照長土井 吉村　英美

14 274 丸宮土井 79.1 照長土井 養父市建屋

CBBAAA 去 29.06.13 あつこ０２ 黒2112393 菊伸土井 大封　健太

6 250 丸宮土井 80.8 福芳土井 養父市大屋町宮垣

ABABAA 原 去 29.07.07 つねふじ１ 黒原1508011 高 菊俊土井 岩花　希

7 246 芳悠土井 80.3 菊俊土井 養父市大屋町宮垣

AAABBA 原 去 29.07.11 きくてるまさ 黒原1489219 高 照長土井 岩花　希

2 242 照忠土井 81.7 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA 原 雌 29.07.15 たつひめ３ 黒原1667074 菊俊土井 岩花　玉男

2 267 照忠土井 80.0 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA 原 雌 29.06.20 みながき 黒2482892 福芳土井 上垣　勇吾

4 316 芳山土井 80.8 丸宮土井 養父市別宮

AAACAA 原 雌 29.05.02 うづき 黒原1594186 菊俊土井 西谷　敏秀

2 301 照忠土井 81.0 丸宮土井 朝来市神子畑

AAAAAA 原 雌 29.05.17 きくみ０７１４ 黒原1667079 福芳土井 仙賀　隆文

4 289 芳悠土井 80.0 菊西土井 豊岡市出石町上野

AABAAA 原 雌 29.05.29 きみこ 黒原1594180 鶴山土井 山本　憲一

2 284 千代藤土井 80.5 照忠土井 豊岡市但東町河本

      雌 29.06.03 ぼたん１ 黒2482875 丸宮土井 森井　正彦

13 264 芳悠土井 79.8 照菊波 豊岡市但東町河本

BBBCCA 原 雌 29.06.23 みやたかね１の１ 黒2115459 育 谷福土井 森井　正彦

2 280 芳悠土井 81.1 丸宮土井 豊岡市目坂

AAABAA 原 雌 29.06.07 ともこ３の１ 黒原1647535 改 照長土井 谷口　正徳

4 267 芳山土井 80.0 照長土井 たつの市御津町中島

BAACAA 原 雌 29.06.20 なかゆき４ 黒2441460 谷福土井 吉田　和子
168

13519-6130-9

165
14158-7429-3

166
14158-7432-3

167
15564-0569-1

162
13883-8524-6

163
15564-0597-4

164
15564-0449-6

159
14158-7441-5

160
14158-7443-9

161
13883-8498-0

156
15564-0868-5

157
15564-0418-2

158
14158-7440-8

155
08642-5940-8



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 286 芳山土井 80.4 照忠土井 赤穂市木津

AAACAA 原 雌 29.06.01 れいこ２ 黒2519149 菊俊土井 溝田　泰司

4 287 宮喜 79.1 福芳土井 佐用郡佐用町口金近

BBCCBA 原 雌 29.05.31 なおこ３ 黒2432160 菊俊土井 田辺　裕基

4 292 芳悠土井 81.0 照一土井 佐用郡佐用町横坂

AAABAA 原 雌 29.05.26 ふく３の２ 黒2402103 福芳土井 矢内　忠司

1 287 丸富土井 80.3 照忠土井 三田市沢谷

BACAAA 原 去 29.05.31 きくもり５ 黒2517161 第２安鶴土井 妻鹿　亮輔

6 316 芳山土井 78.8 福広土井 小野市長尾町

AAACBA 原 雌 29.05.02 おかとしみ 黒2319447 菊俊土井 岡田　秀子

5 305 宮菊城 78.6 丸宮土井 加古川市平岡町新在家

BAAAAA 原 雌 29.05.13 ふじみ２ 黒2398397 谷福土井 兵庫県立農業高等学校

7 256 丸宮土井 82.0 福芳土井 丹波市市島町岩戸

BBAAAA 原 去 29.07.01 ひろこ８ 黒原1409627 安幸土井 大槻　良

3 289 丸宮土井 81.3 芳悠土井 丹波市氷上町小谷

      去 29.05.29 ゆうみや７の１ 黒原1624672 菊西土井 細見　忠和

4 244 芳山土井 81.0 丸宮土井 丹波市柏原町柏原

BAAAAA 原 去 29.07.13 わかめ３ 黒原1561860 照明土井 下山　一彦

12 281 丸宮土井 79.5 菊宮土井 丹波市山南町北和田

CAAAAA 去 29.06.06 みやしげ 黒2167989 照長土井 田中　憲蔵

5 263 照忠土井 81.2 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BABBAA 原 雌 29.06.24 さちとみふく 黒原1559178 照長土井 上田　真吾

3 286 照忠土井 80.2 芳山土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 原 雌 29.06.01 てるやま 黒原1592280 照菊波 上田　真吾

12 275 千代藤土井 80.7 福芳土井 丹波市市島町下竹田

BABBAB 原 雌 29.06.12 きくふく 黒原1300031 菊安土井 須原　芳夫

5 279 丸宮土井 79.0 菊西土井 篠山市今田町市原

AAAAAA 原 雌 29.06.08 ゆう 黒2410382 福芳土井 古家後　康夫

180
13658-2946-6

181
13658-2887-2

182
15262-6300-9

177
13658-3027-1

178
13658-2931-2

179
13658-2986-2

174
15307-5939-0

175
13658-3003-5

176
13658-2922-0

171
13838-2333-0

172
14778-0357-6

173
15452-0860-9

169
14158-7031-8

170
13838-2356-9



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 287 菊西土井 80.7 丸富土井 異性複数産子 篠山市下原山

AACCBA 原 去 29.05.31 あきとみ 黒2497032 福芳土井 西村　敏雄

1 309 丸明波 80.0 芳山土井 篠山市小多田

BABAAA 原 去 29.05.09 ひめかやま 黒2510275 照俊土井 松本　登喜雄

4 260 芳悠土井 81.1 照一土井 美方郡新温泉町海上

AABBBA 原 去 29.06.27 まりな３ 黒原1592124 菊俊土井 植田　秀作

4 242 芳山土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 29.07.15 てるひろ 黒原1592105 照長土井 村尾　賢一

15 272 芳山土井 81.6 照菊波 美方郡新温泉町飯野

AAACBC 去 29.06.15 おじろ１ 黒原1206177 安谷土井 中井　丈文

10 286 丸明波 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

CACCAB 去 29.06.01 やすあき１ 黒原1368838 改 菊安土井 山本　郁夫

10 257 茂和美波 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

CACAAA 去 29.06.30 ちよひめ 黒原1368832 照長土井 西坂　嘉津美

4 259 照忠土井 81.6 照一土井 美方郡新温泉町春来

CABAAA 原 去 29.06.28 さかえ６の５ 黒原1592099 高改 照長土井 中村　真一

1 252 菊西土井 80.7 丸富土井 美方郡新温泉町古市

BACBAA 原 去 29.07.05 さゆり 黒2480543 照長土井 石原　寿

8 270 茂和美波 81.3 菊俊土井 美方郡香美町小代区佐坊

CBCAAB 去 29.06.17 みすとし 黒原1444321 鶴山土井 本上　純也

5 280 照忠土井 80.7 芳山土井 美方郡香美町村岡区長瀬

BAAAAA 原 去 29.06.07 さだきよ 黒原1559088 第２安鶴土井 谷渕　侑生

6 267 芳悠土井 79.4 丸福土井 美方郡香美町村岡区味取

CBBCBA 原 去 29.06.20 よしまる 黒2391463 福芳土井 阿瀬　稔

3 245 茂和美波 81.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区和池

BACAAA 原 去 29.07.12 なみまる 黒原1592141 鶴丸土井 西崎　武志

6 283 芳山土井 79.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区神坂

AAACAA 原 雌 29.06.04 しめか 黒2402079 福芳土井 伊沢　正一

195
15564-0106-8

196
15683-1322-9

192
13872-9571-3

193
13872-9594-2

194
14778-0381-1

189
15683-1461-5

190
15683-1143-0

191
15683-1489-9

186
15683-1522-3

187
15683-1355-7

188
15564-0999-6

183
15572-6339-9

184
15572-6323-8

185
15683-1360-1



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 274 照忠土井 84.5 福広土井 美方郡香美町村岡区熊波

CACAAB 雌 29.06.13 きくひめふく２ 黒原1444303 第２安鶴土井 井上　哲也

16 272 芳悠土井 81.5 照長土井 美方郡香美町村岡区熊波

BBBBBA 原 雌 29.06.15 やすふく１４ 黒原1237452 谷福土井 井上　哲也

2 277 菊西土井 80.4 茂康波 美方郡香美町村岡区味取

BACBBB 原 雌 29.06.10 きくやす 黒2493641 改 菊俊土井 西山　勝

5 272 菊西土井 80.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

AABBAA 原 雌 29.06.15 たけよし３ 黒原1559090 照波土井 西山　勝

2 260 丸明波 84.5 芳悠土井 美方郡香美町小代区東垣

BACAAA 原 雌 29.06.27 おじろひめ２ 黒原1653801 丸富土井 今井　正己

2 261 芳悠土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA 原 雌 29.06.26 ふくみ 黒原1663722 福広土井 中村　文吾

2 259 芳山土井 82.4 芳悠土井 美方郡新温泉町久斗山

BAABAA 原 雌 29.06.28 せいこ 黒原1663721 丸福土井 中村　文吾

2 300 芳山土井 80.6 丸富土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA 原 雌 29.05.18 わかみや２の２ 黒原1624559 第２照久土井 竹下　与輔

1 274 茂和美波 81.0 芳山土井 美方郡新温泉町丹土

CACAAA 原 雌 29.06.13 てるしげよし 黒原1679893 茂美波 県立但馬牧場公園

1 259 丸明波 80.0 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA 原 雌 29.06.28 せつこ 黒2480540 福芳土井 中井　のり子

5 242 丸明波 83.4 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAA 原 雌 29.07.15 みつよし 黒2413822 改 丸富土井 中井　のり子

7 274 丸宮土井 80.0 照一土井 宍粟市一宮町上岸田

BAAAAA 原 去 29.06.13 ふくいち 黒2347295 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

6 265 芳悠土井 81.5 照一土井 朝来市和田山町野村

BABAAA 原 去 29.06.22 よしのてる１０ 黒原1528655 改 鶴山土井 宮田　貴身仁

7 256 照忠土井 81.0 福芳土井 朝来市和田山町野村

BAAAAA 原 去 29.07.01 きくふく９ 黒原1489257 菊俊土井 宮田　貴身仁
210

15564-0646-9

207
15683-1012-9

208
15460-0770-6

209
15564-0644-5

204
15683-1302-1

205
14778-0374-3

206
15683-1011-2

201
15564-0845-6

202
15564-0098-6

203
15564-0099-3

198
15683-1045-7

199
13872-9988-9

200
13872-9992-6

197
15683-1044-0



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 251 芳悠土井 81.3 丸宮土井 養父市建屋

AABAAA 原 去 29.07.06 まる 黒原1528534 照長土井 野中　稔

13 267 丸若土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

      原 去 29.06.20 まさひめ 黒原1271513 谷福土井 高橋　副武

7 237 千代藤土井 82.3 福芳土井 養父市大屋町若杉

BACAAA 原 去 29.07.20 ゆりひろ 黒原1489243 照長土井 高橋　副武

1 277 菊優土井 81.0 宮喜 朝来市和田山町安井

CACBAA 原 去 29.06.10 おくよし 黒原1687317 谷石土井 県北部農業技術センタ

1 297 丸宮土井 81.0 芳悠土井 朝来市和田山町安井

      去 29.05.21 らみひさ 黒原1687319 宮菊城 県北部農業技術センタ

8 295 芳悠土井 80.8 福広土井 豊岡市辻

ABACCA 原 去 29.05.23 てる 黒原1409417 菊安土井 猪師　英三良

2 366 丸宮土井 81.8 芳悠土井 豊岡市城崎町飯谷

BBAAAA 原 去 29.03.13 もりひめ８ 黒原1655335 北宮波 北村　幸弘

5 298 丸宮土井 81.1 福広土井 豊岡市野上

BBBAAA 原 雌 29.05.20 きくやす２３ 黒原1561849 菊俊土井 西垣　富夫

5 272 芳悠土井 79.6 福芳土井 豊岡市竹野町三原

ABABBA 原 雌 29.06.15 ぼたん８の１ 黒2424416 菊宮土井 加悦　大三郎

10 284 芳山土井 80.0 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

BAACAA 原 雌 29.06.03 まつきく 黒原1369034 第２照久土井 中儀　吉郎

2 288 丸宮土井 80.4 千代藤土井 豊岡市中郷

      雌 29.05.30 つばき 黒2482871 照一土井 新田　拡樹

7 257 照忠土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BAABAA 原 雌 29.06.30 ともふく 黒原1489228 照長土井 上垣　勇吾

7 272 照忠土井 80.2 福芳土井 養父市大屋町宮本

AAAAAA 原 雌 29.06.15 まゆみ６ 黒原1467539 鶴丸土井 寺尾　稔

4 277 丸若土井 81.0 千代藤土井 養父市森

      原 雌 29.06.10 まきちよ 黒原1608721 鶴山土井 田村　正宏

222
13883-8499-7

223
15683-2042-5

224
15564-0404-5

219
14158-7453-8

220
13883-8516-1

221
15564-0700-8

216
14158-7454-5

217
15564-0942-2

218
15564-0751-0

213
15564-0828-9

214
08642-5946-0

215
08642-5930-9

211
14158-7460-6

212
15564-0830-2



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 254 丸宮土井 82.6 芳悠土井 養父市養父市場

BBAAAA 原 雌 29.07.03 みつふく 黒原1640964 菊俊土井 吉村　英美

14 242 照忠土井 82.7 鶴山土井 宍粟市山崎町与位

BAAAAB 去 29.07.15 たにつる 黒2115456 谷福土井 中坪　みどり

6 254 芳山土井 80.3 宮弘波 宍粟市山崎町葛根

BAACAA 原 去 29.07.03 あゆ 黒2376704 菊道土井 横野　里美

12 290 丸宮土井 82.2 福芳土井 佐用郡佐用町佐用

BCAABA 原 去 29.05.28 つるひめ４ 黒原1299668 高 菊照土井 兵庫県立佐用高等学校

10 282 丸宮土井 81.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

BCBABB 去 29.06.05 よこさか 黒2269289 菊重土井 矢内　忠司

4 278 丸宮土井 79.7 福芳土井 神戸市西区神出町

BCAABA 去 29.06.09 よしゆき 黒2439202 幸豊土井 池本　俊彦

7 282 照忠土井 80.3 菊俊土井 小野市広渡町

BABBAA 原 雌 29.06.05 ゆか１ 黒2338239 福芳土井 前田　勇雄

7 269 芳山土井 79.0 福俊土井 小野市長尾町

AAABAA 原 去 29.06.18 おかてる 黒2347331 照俊土井 岡田　秀子

9 284 照忠土井 82.8 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAB 去 29.06.03 ますよし 黒原1370034 第２安鶴土井 上田　真吾

8 259 千代藤土井 82.4 福芳土井 丹波市市島町岩戸

AACAAA 原 去 29.06.28 きくひめふく 黒原1409626 第２安鶴土井 大槻　良

6 288 芳山土井 82.3 菊俊土井 丹波市氷上町小谷

AAABAA 原 去 29.05.30 ちひろ６ 黒原1508330 菊原波 細見　忠和

6 252 丸宮土井 80.5 照一土井 丹波市市島町下竹田

BAAAAA 原 去 29.07.05 たにとし 黒原1488936 改 福芳土井 須原　芳夫

4 279 芳山土井 80.0 照一土井 丹波市柏原町柏原

AAACAA 原 雌 29.06.08 てるひさ 黒原1592129 照長土井 下山　一彦

9 278 千代藤土井 80.5 福俊土井 丹波市山南町北和田

AACBAB 原 雌 29.06.09 しずもち 黒原1409600 照長土井 田中　憲蔵

237
13658-2982-4

238
13658-2930-5

234
13658-2952-7

235
13658-2921-3

236
13658-2958-9

231
15452-0831-9

232
15452-0865-4

233
13658-2944-2

228
13838-2288-3

229
15652-2388-0

230
14881-4794-2

225
15564-0871-5

226
14158-7038-7

227
14158-7040-0



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 320 芳山土井 83.6 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

AAABAA 原 雌 29.04.28 さくら 黒原1592292 福芳土井 足立　尚之

8 262 丸宮土井 80.1 菊俊土井 篠山市今田町市原

CCABBA 原 雌 29.06.25 ゆききく８ 黒2347283 福芳土井 古家後　康夫

2 264 千代藤土井 80.7 芳悠土井 篠山市郡家

BACAAA 原 去 29.06.23 うめこ２ 黒2497021 丸福土井 松浦　俊明

4 265 丸明波 81.2 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACBAA 原 去 29.06.22 ゆきみ４ 黒原1592075 鶴丸土井 森脇　雄一

4 263 芳悠土井 80.7 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 去 29.06.24 あにい 黒原1592084 茂美波 森脇　芙紗

3 262 芳山土井 81.4 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACBA 原 去 29.06.25 たにひめ５ 黒原1624637 福芳土井 森脇　雄一

1 276 福広土井 81.4 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

ABBCCA 原 去 29.06.11 みやひさ 黒2480530 菊俊土井 今西　修輔

3 286 照忠土井 80.5 丸富土井 美方郡香美町小代区秋岡

      去 29.06.01 ふくとみ 黒原1624653 福芳土井 今井　正人

6 244 芳悠土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町井土

BBABBA 原 去 29.07.13 みやふく 黒原1542221 福芳土井 岸　洋志

11 256 照美土井 82.4 福芳土井 美方郡新温泉町丹土

AAACAA 原 去 29.07.01 ふく３ 黒原1271157 改 第２安鶴土井 中井　雄次

10 280 照忠土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

AAABAA 原 去 29.06.07 たかえの２ 黒原1368836 菊安土井 西　逸子

8 273 照忠土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

BAAAAB 去 29.06.14 よしなみ 黒原1482265 菊安土井 山本　斉

2 271 茂和美波 82.0 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

BACAAA 原 去 29.06.16 しずく 黒原1624567 改 福芳土井 山本　智明

5 298 丸福土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

CBBCBA 去 29.05.20 ふくかね 黒原1501797 越照波 尾崎　広貴
252

15564-0785-5

249
15564-0998-9

250
14778-0380-4

251
15683-1463-9

246
15683-1377-9

247
15683-1437-0

248
13873-0000-4

243
15564-0907-1

244
15564-0910-1

245
15683-1431-8

240
15262-6301-6

241
15572-6332-0

242
15564-0908-8

239
13658-2868-1



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 300 芳山土井 79.7 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

BAACBA 原 雌 29.05.18 にしきまる 黒2363034 福広土井 村尾　賢一

4 229 照忠土井 81.2 丸富土井 美方郡新温泉町塩山

CACAAA 原 雌 29.07.28 ふくひめ８ 黒原1605629 菊照土井 坂本　隆子

6 280 照忠土井 80.6 福広土井 美方郡新温泉町中辻

BAABAA 原 雌 29.06.07 さゆり３ 黒原1524457 第２安鶴土井 高美　治

12 286 芳山土井 84.8 鶴山土井 美方郡香美町小代区東垣

ABABBA 原 雌 29.06.01 みやなか 黒原1299694 照長土井 中村　まゆみ

3 301 照忠土井 82.1 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

BAAAAA 原 雌 29.05.17 みやつばき 黒原1624663 丸宮土井 淀　貴至

7 282 芳悠土井 80.8 照長土井 美方郡香美町村岡区境

BBBBBA 原 雌 29.06.05 たかね 黒原1444275 谷村土井 田中　一馬

9 255 照忠土井 81.0 福広土井 美方郡香美町村岡区境

BACAAA 原 雌 29.07.02 しげひろ 黒原1368938 照長土井 田中　一馬

5 264 芳悠土井 81.0 菊西土井 美方郡香美町村岡区高津

AABCBA 原 雌 29.06.23 きくゆき 黒原1559092 谷福土井 田中　博文

2 283 芳山土井 81.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 29.06.04 ９６まさよし３ 黒原1653817 福芳土井 長瀬　五一

12 282 照村土井 81.6 谷福土井 美方郡香美町村岡区神坂

BACAAB 原 雌 29.06.05 ふじふく 黒原1299627 高育改 照長土井 伊沢　栄一

9 274 芳悠土井 80.3 照長土井 美方郡香美町村岡区村岡

BABBBA 原 雌 29.06.13 そりまち 黒2209094 照菊波 美方ファーム㈱

10 270 丸宮土井 82.0 照長土井 宍粟市波賀町道谷

CCCABB 去 29.06.17 てるひめ 黒2219677 第２安鶴土井 岸本　章弘

6 256 芳悠土井 80.0 菊宮土井 朝来市神子畑

BAAAAA 原 去 29.07.01 きよみや 黒原1449858 谷福土井 仙賀　隆文

8 231 照美土井 80.4 芳寛土井 朝来市和田山町安井

BABCBA 原 去 29.07.26 ますこ 黒原1423444 照長土井 県北部農業技術センタ

264
15415-0793-5

265
15564-0602-5

266
08642-5980-4

261
15683-1170-6

262
15683-1332-8

263
14096-8946-9

258
15683-1636-7

259
15683-1633-6

260
13872-9714-4

255
15564-0996-5

256
14778-0398-9

257
15683-1422-6

253
14778-0372-9

254
15683-1477-6



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 295 西杉土井 80.4 菊優土井 朝来市和田山町安井

CABBAA 去 29.05.23 まさみ 黒2524073 北俊土井 県北部農業技術センタ

11 285 丸宮土井 82.0 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CCAABB 去 29.06.02 いちこ 黒2174562 鶴山土井 森井　正彦

1 285 千代藤土井 80.8 芳悠土井 豊岡市但東町河本

AACBAA 原 去 29.06.02 みやもり２ 黒2519019 北宮波 森井　正彦

9 290 丸宮土井 81.3 菊俊土井 豊岡市宮井

CBBAAA 去 29.05.28 みみ 黒原1368989 照長土井 綿田　謙

10 286 宮喜 81.4 福芳土井 豊岡市宮井

BBCBBA 原 去 29.06.01 はは４ 黒原1409414 照長土井 綿田　謙

13 273 千代藤土井 81.4 北宮波 養父市大屋町蔵垣

AACCBA 原 去 29.06.14 くらこ 黒2146485 改 光照土井 上垣　勇吾

1 241 芳悠土井 80.5 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

      去 29.07.16 たつひめ４ 黒2531405 照一土井 岩花　玉男

6 239 丸宮土井 81.5 福芳土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 去 29.07.18 てるふくてる２ 黒原1508010 照長土井 岩花　希

1 253 照忠土井 80.5 丸典土井 養父市大屋町大屋市場

      雌 29.07.04 みゆき５の１ 黒2531404 芳山土井 岩花　希

8 303 芳悠土井 82.1 鶴山土井 養父市別宮

ACBBCA 原 雌 29.05.15 つるふくのり 黒原1449829 谷福土井 西谷　敏秀

8 282 芳山土井 80.5 菊俊土井 朝来市和田山町寺内

BAACAA 原 雌 29.06.05 みな 黒原1423425 第２安鶴土井 磯　四郎

2 274 千代藤土井 83.5 芳悠土井 豊岡市目坂

AACAAA 原 雌 29.06.13 みつるの５ 黒原1667069 谷美土井 谷口　衣津美

6 302 芳悠土井 80.7 丸福土井 豊岡市但東町高竜寺

CACBAA 原 雌 29.05.16 みなこ２ 黒原1507995 照長土井 小牧　成基

6 297 照忠土井 79.7 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

AAABAA 原 雌 29.05.21 はるな２ 黒2294597 菊俊土井 小牧　成基

279
15564-0481-6

280
15564-0483-0

276
13883-8525-3

277
14158-7459-0

278
15564-0570-7

273
14158-7442-2

274
14158-7445-3

275
14158-7439-2

270
15564-0535-6

271
15564-0543-1

272
13883-8497-3

267
08642-5932-3

268
14158-7427-9

269
14158-7426-2



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 277 千代藤土井 81.0 芳山土井 乳頭癒着 豊岡市出石町上野

      雌 29.06.10 みさき 黒原1627768 照長土井 その他 山本　憲一

6 280 千代藤土井 80.7 照一土井 姫路市夢前町新庄

AACAAA 原 去 29.06.07 さかえ５２６の２ 黒2388910 福芳土井 西影　昌久

2 275 照一土井 79.5 丸宮土井 相生市矢野町真広

CABAAA 原 去 29.06.12 ちかこ２ 黒2485554 福芳土井 坂本　修一

7 286 丸宮土井 82.3 福芳土井 佐用郡佐用町口長谷

CCBABA 原 雌 29.06.01 ながたけ 黒2362273 幸豊土井 竹田　瞳

3 281 芳山土井 79.8 丸宮土井 佐用郡佐用町平谷

AAABAA 原 雌 29.06.06 てるおかまる 黒2450338 福芳土井 安岡　林

8 232 丸宮土井 81.3 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

BBABBA 原 去 29.07.25 よしこ 黒2334702 鶴丸土井 有田　覚

1 278 芳悠土井 80.0 照忠土井 三田市沢谷

ABABBA 原 雌 29.06.09 ゆきみなな１ 黒2524102 福芳土井 妻鹿　亮輔

7 275 芳山土井 79.5 菊俊土井 小野市河合西町

AAACBA 原 去 29.06.12 たかよし２ 黒2354000 福芳土井 堀井　光仁

1 298 丸宮土井 81.1 芳悠土井 加古川市上荘町井ノ口

      雌 29.05.20 てるひさ 黒2517164 照一土井 ㈱神戸井相田牧場

5 279 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市青垣町東芦田

      去 29.06.08 きたぎく 黒原1524534 北宮波 前田　貴雄

4 254 芳山土井 81.0 丸宮土井 丹波市市島町下竹田

AAABAA 原 去 29.07.03 はまみや 黒原1601480 福俊土井 須原　芳夫

6 267 丸明波 81.3 照長土井 丹波市氷上町氷上

BACBAA 原 去 29.06.20 きよてる 黒原1524530 菊俊土井 元田　松雄

6 276 丸宮土井 81.7 福芳土井 丹波市市島町岩戸

BCAABA 去 29.06.11 まちよし 黒原1497780 高 菊俊土井 大槻　良

3 265 宮菊城 80.8 千代藤土井 丹波市氷上町小谷

AAAAAA 原 雌 29.06.22 ふくむすめ６の２ 黒原1624671 改 丸宮土井 細見　忠和
294

13658-2976-3

291
13658-2955-8

292
13658-2977-0

293
13658-2951-0

288
15452-0842-5

289
14474-0608-0

290
13658-2918-3

285
13838-2355-2

286
15514-3954-7

287
12318-2290-4

282
13784-6875-1

283
13663-3430-3

284
13838-2357-6

281
15564-0450-2



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 237 千代藤土井 80.3 芳山土井 丹波市山南町北和田

AABAAA 原 雌 29.07.20 まなよし 黒原1592283 福俊土井 田中　憲蔵

4 287 芳悠土井 80.3 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

AAABAA 原 雌 29.05.31 まるひさ 黒原1592294 福広土井 足立　尚之

1 259 照忠土井 80.7 芳山土井 篠山市今田町市原

      雌 29.06.28 ふくみ 黒2531413 菊西土井 古家後　康夫

2 253 宮菊城 80.7 丸富土井 篠山市下原山

      去 29.07.04 のりこ２ 黒2497027 福芳土井 西村　敏雄

7 219 丸宮土井 81.5 福芳土井 篠山市今田町市原

AAABAA 原 去 29.08.07 ふくまつ 黒2347281 菊俊土井 古家後　康夫

4 238 芳山土井 81.0 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 29.07.19 にいな 黒原1605630 菊俊土井 中井　のり子

1 237 照忠土井 81.0 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA 原 去 29.07.20 あきやま 黒原1692295 菊俊土井 村尾　千代美

10 280 丸明波 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

CACBAB 去 29.06.07 としふく２ 黒原1331260 改 福芳土井 山本　玉枝

6 270 丸福土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町丹土

CACBAB 去 29.06.17 ゆき６ 黒原1444353 照長土井 県立但馬牧場公園

12 272 照村土井 82.0 菊俊土井 美方郡新温泉町切畑

BACAAC 去 29.06.15 ひさつる２ 黒原1271159 谷福土井 倉田　拓磨

2 278 芳山土井 81.8 芳悠土井 美方郡香美町小代区神水

BAACAA 原 去 29.06.09 まつひさ 黒原1663720 第２照久土井 藤原　吉子

3 265 芳悠土井 82.8 丸富土井 美方郡香美町香住区丹生地

AABBBA 原 去 29.06.22 さかえのふく 黒原1624662 福芳土井 今西　修輔

13 297 芳悠土井 81.5 照長土井 美方郡香美町村岡区味取

CBCABA 去 29.05.21 てるふく 黒原1206136 菊安土井 西山　勝

2 260 茂和美波 81.2 丸明波 美方郡香美町村岡区味取

      去 29.06.27 しげやま 黒2461424 改 茂美波 西山　勝

306
15683-1432-5

307
13872-9985-8

308
13872-9990-2

303
14778-0376-7

304
15564-0926-2

305
15564-0801-2

300
15683-1014-3

301
15683-1153-9

302
15564-1000-8

297
15262-6302-3

298
15572-6341-2

299
15572-6356-6

295
13658-3025-7

296
13658-2911-4



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 285 丸富土井 80.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区神坂

BABCBA 原 去 29.06.02 さわふく 黒原1524383 菊俊土井 伊沢　正一

10 254 芳山土井 81.3 福広土井 美方郡香美町村岡区口大谷

BBBCCB 去 29.07.03 ふくむすめ 黒原1368918 菊照土井 山本　薫

7 261 芳悠土井 80.0 照長土井 美方郡香美町村岡区和池

BBCBBA 原 雌 29.06.26 てるひで３ 黒原1463993 福芳土井 西崎　武志

11 258 芳悠土井 82.2 照長土井 美方郡香美町村岡区神坂

CCCBCA 原 雌 29.06.29 てるみ 黒原1331139 高育 安幸土井 小林　寿明

4 260 丸富土井 80.6 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACCAA 原 雌 29.06.27 ふくえ３の８ 黒原1592066 丸福土井 小林　操

3 272 芳悠土井 80.8 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABBBBA 原 雌 29.06.15 ゆきふく 黒原1592073 福広土井 森脇　雄一

4 256 茂和美波 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACAAA 原 雌 29.07.01 たかつるまる３ 黒原1592072 改 鶴丸土井 森脇　雄一

3 296 芳悠土井 80.7 丸富土井 美方郡香美町香住区三谷

AABBBA 原 雌 29.05.22 さかえとみ 黒原1624668 照長土井 清水　容和

3 247 芳山土井 80.3 丸富土井 美方郡香美町小代区秋岡

BABCAA 原 雌 29.07.10 まつよし 黒2461426 照長土井 吉岡　芳彦

10 263 芳山土井 82.3 菊俊土井 美方郡新温泉町古市

BBACBB 原 雌 29.06.24 ゆりきく 黒原1331292 改 第２照久土井 石原　寿

4 277 芳悠土井 79.6 照一土井 美方郡新温泉町多子

      雌 29.06.10 よしみ２ 黒2433937 丸福土井 竹下　千江子

2 267 照忠土井 81.7 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

BABAAA 原 雌 29.06.20 ひろふく 黒原1653826 照長土井 山本　智明

8 284 茂和美波 81.4 福広土井 美方郡新温泉町海上

CACAAA 原 雌 29.06.03 ななみや２ 黒原1444374 照長土井 植田　秀作

7 254 芳悠土井 79.4 丸福土井 宍粟市一宮町上岸田

CACAAA 原 去 29.07.03 まりも２ 黒2369434 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

321
15564-0900-2

322
15632-0820-9

318
15683-1488-2

319
15683-1303-8

320
15683-1464-6

315
15683-1060-0

316
15683-1388-5

317
15683-1340-3

312
15683-1334-2

313
15683-1313-7

314
15564-0906-4

309
15683-1320-5

310
15683-1338-0

311
15564-0104-4



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 268 芳悠土井 82.0 菊俊土井 養父市養父市場

BABAAA 原 去 29.06.19 としみ 黒原1347505 改 安幸土井 吉村　英美

2 301 照忠土井 80.6 丸宮土井 胸垂に大きな輪 養父市大屋町若杉

      去 29.05.17 あめまき 黒原1627793 福広土井 その他 高橋　大樹

1 300 丸若土井 80.3 芳悠土井 養父市大屋町若杉

      原 去 29.05.18 やすなが 黒2519058 照長土井 高橋　副武

1 292 丸宮土井 81.4 芳山土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA 原 去 29.05.26 ふじやま１５ 黒原1682773 菊俊土井 宮田　貴身仁

7 283 丸宮土井 79.8 菊俊土井 朝来市和田山町野村

BBAAAA 原 去 29.06.04 はづき１０ 黒2380544 福芳土井 宮田　貴身仁

8 301 千代藤土井 80.6 福芳土井 同性複数産子 豊岡市引野

AABBAB 去 29.05.17 きくふく 黒原1449803 改 菊井土井 竹村　清志

6 273 芳悠土井 80.6 丸富土井 豊岡市辻

ABBBBA 原 去 29.06.14 さと 黒原1528511 改 照長土井 猪師　英三良

5 298 宮喜 81.0 芳山土井 豊岡市城崎町飯谷

CBCBBA 原 去 29.05.20 てるこ３ 黒原1561855 照長土井 北村　幸弘

6 261 丸宮土井 79.7 福芳土井 豊岡市出石町暮坂

BBAAAA 原 去 29.06.26 ひさこの４ 黒2350114 改 菊道土井 旗谷　仁志

10 262 芳悠土井 83.7 谷石土井 豊岡市但東町河本

BABAAA 原 去 29.06.25 もりつる 黒2252631 改 谷福土井 森井　正彦

8 255 丸宮土井 80.7 奥秀 豊岡市但東町河本

CBBBAC 雌 29.07.02 おくあさ 黒2334676 改 照長土井 森井　正彦

5 280 芳山土井 81.7 菊西土井 豊岡市但東町唐川

AAACAA 原 雌 29.06.07 きく 黒原1528528 第２照久土井 中儀　吉郎

3 312 忠隆土井 79.2 石義丸 朝来市和田山町安井

      雌 29.05.06 ひろみまる 黒2452221 宮弘波 県北部農業技術センタ

1 311 忠隆土井 80.3 丸富土井 朝来市和田山町安井

      原 雌 29.05.07 ふく３２ 黒2524076 福芳土井 県北部農業技術センタ
336

08642-5925-5

333
14158-7434-7

334
13883-8517-8

335
08642-5924-8

330
13883-8518-5

331
15683-2133-0

332
14158-7433-0

327
15564-0640-7

328
15564-0970-5

329
14158-7456-9

324
15564-0840-1

325
15564-0838-8

326
15564-0636-0

323
15564-0869-2



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 282 丸宮土井 81.0 菊俊土井 朝来市和田山町岡

CCAABA 原 雌 29.06.05 やすなが５ 黒原1489259 第２鶴雪土井 森下　清司

8 276 芳悠土井 81.0 菊宮土井 養父市森

ABABBA 原 雌 29.06.11 まきみや 黒原1449835 改 鶴山土井 田村　正宏

1 277 照忠土井 83.0 千代藤土井 養父市大屋町蔵垣

BABAAA 原 雌 29.06.10 やすひさ２７ 黒2519074 福広土井 上垣　勇吾

4 249 芳悠土井 81.8 丸富土井 赤穂市木津

AABBAA 原 去 29.07.08 ふくこ２の１ 黒2418434 谷福土井 溝田　泰司

9 267 丸宮土井 79.3 照長土井 相生市矢野町真広

CBBAAA 去 29.06.20 さかもと１６０７ 黒2323890 照長土井 坂本　修一

8 274 千代藤土井 80.7 谷福土井 神崎郡神河町猪篠

CACBAB 去 29.06.13 ふくひめ 黒2338242 照長土井 藤原　幸子

6 271 丸宮土井 82.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

CAAAAA 原 去 29.06.16 きくふく 黒2338241 谷福土井 横坂共栄農場

4 272 芳山土井 80.7 福広土井 川辺郡猪名川町紫合

BABCBA 原 去 29.06.15 ほまれ 黒2444570 照長土井 森田　和子

4 285 丸池土井 80.0 福芳土井 小野市河合西町

      去 29.06.02 めふくみつ２の１ 黒2423280 福広土井 堀井　光仁

12 291 丸宮土井 80.2 菊俊土井 小野市長尾町

CBBAAA 原 去 29.05.27 みやみつ 黒2171645 高 幸豊土井 岡田　勇治

8 283 芳山土井 83.7 菊俊土井 丹波市市島町与戸

AAACAA 原 去 29.06.04 きくひかり 黒原1449582 福芳土井 森本　康典

12 252 芳山土井 80.8 照長土井 丹波市青垣町惣持

CBBCCC 去 29.07.05 おさみ 黒2157475 安美土井 田村　充洋

5 317 芳山土井 81.2 菊西土井 丹波市山南町北和田

AAACAA 原 去 29.05.01 もりくに 黒原1569961 福広土井 田中　憲蔵

2 274 芳悠土井 81.0 丸宮土井 丹波市市島町下竹田

AAAAAA 原 去 29.06.13 みやてるひめ 黒原1634880 菊俊土井 須原　芳夫

348
11549-0679-8

349
13658-2928-2

350
13658-2888-9

345
15452-0840-1

346
15452-0862-3

347
13658-2909-1

342
14158-7034-9

343
15652-2390-3

344
15477-5162-2

339
13883-8495-9

340
14158-7030-1

341
13663-3432-7

337
13883-8522-2

338
15564-0405-2



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 253 芳山土井 80.6 丸富土井 丹波市青垣町東芦田

AAACAA 原 雌 29.07.04 きくまる 黒原1610930 菊俊土井 前田　貴雄

14 242 宮菊城 81.1 福芳土井 丹波市氷上町小谷

ABAAAB 原 雌 29.07.15 たけの７の５ 黒原1237308 安重土井 細見　忠和

5 286 芳山土井 81.3 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

AAABAA 原 雌 29.06.01 まるみや 黒原1559161 福広土井 足立　尚之

2 249 丸宮土井 80.2 千代藤土井 篠山市今田町市原

BABAAA 原 雌 29.07.08 ちよふく 黒2475086 福芳土井 古家後　康夫

1 241 芳悠土井 80.1 丸宮土井 篠山市今田町市原

AAAAAA 原 雌 29.07.16 よしまる 黒2531414 福芳土井 古家後　康夫

1 293 丸明波 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区神坂

      去 29.05.25 ゆきてる 黒原1679863 福芳土井 伊沢　栄一

11 265 照忠土井 80.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

AAABAB 去 29.06.22 ふくみつ 黒原1331185 照長土井 阿瀬　稔

12 270 芳山土井 80.7 照長土井 美方郡香美町村岡区境

ABACBA 原 去 29.06.17 ふるさと２ 黒原1331194 高育 菊俊土井 田中　一馬

5 236 照忠土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区境

BABAAA 原 去 29.07.21 あきふく３ 黒原1573921 高育 福芳土井 田中　一馬

1 272 照忠土井 83.8 丸宮土井 美方郡香美町香住区丹生地

      去 29.06.15 かりゆし 黒2514931 芳悠土井 淀　貴至

11 313 丸富土井 81.2 福芳土井 美方郡香美町小代区貫田

CCCBCB 去 29.05.05 てるみ 黒原1299697 照神土井 小林　義富

5 244 芳山土井 83.5 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACBA 原 去 29.07.13 てるよしの２ 黒原1559146 高 照長土井 中村　文吾

4 273 芳悠土井 81.4 照一土井 美方郡新温泉町中辻

BBCABA 原 去 29.06.14 てるみや 黒原1592103 照長土井 安田　洋一

14 252 芳山土井 81.5 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BCBCCA 去 29.07.05 おじろ２ 黒原1237396 菊照土井 中井　丈文

363
15683-1485-1

364
15683-1357-1

360
15683-1426-4

361
15564-0886-9

362
15564-0100-6

357
14778-0383-5

358
15683-1635-0

359
15683-1631-2

354
15572-6326-9

355
15572-6327-6

356
15683-1331-1

351
13658-2964-0

352
13658-3016-5

353
13658-2912-1



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 239 照忠土井 79.6 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CABAAA 去 29.07.18 くみきく 黒2493649 照長土井 村尾　賢一

1 288 芳山土井 80.3 富亀土井 美方郡新温泉町海上

      雌 29.05.30 かめてる 黒2514955 照長土井 尾崎　広貴

2 269 芳悠土井 80.3 照忠土井 美方郡新温泉町中辻

      雌 29.06.18 みゆき５の１ 黒2493648 丸富土井 高美　萬喜子

6 270 芳山土井 81.6 丸福土井 美方郡新温泉町丹土

BAABAA 原 雌 29.06.17 みつひめ２の６ 黒原1501792 照長土井 西坂　嘉津美

6 242 芳悠土井 82.2 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

ABBCBA 原 雌 29.07.15 さかえ５の７の４ 黒原1524497 高育 福芳土井 鎌田　活美

9 272 丸富土井 85.0 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

BACBBA 原 雌 29.06.15 ひめみつふく 黒原1368883 第２鶴雪土井 中村　まゆみ

1 278 丸福土井 81.0 茂広波 美方郡香美町小代区秋岡

CBCBBB 雌 29.06.09 たまひろ 黒2514932 照也土井 今井　正人

7 304 芳悠土井 81.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

BBAAAA 原 雌 29.05.14 ゆきなが３ 黒原1368931 照長土井 西山　勝

8 266 照忠土井 81.1 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAB 原 雌 29.06.21 ３７きくもり２ 黒原1464010 改 第２安鶴土井 長瀬　五一

7 278 芳悠土井 81.1 福広土井 美方郡香美町村岡区神坂

ABBCCA 原 雌 29.06.09 てるこ 黒原1464004 幸豊土井 伊沢　正一

11 306 照忠土井 82.2 鶴山土井 美方郡香美町村岡区熊波

BACBBB 原 雌 29.05.12 おふく 黒原1299653 高 谷福土井 井上　哲也

4 315 芳悠土井 81.2 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAAAAA 原 雌 29.05.03 さちか３ 黒原1592058 福芳土井 井上　哲也

13 316 芳悠土井 80.8 第２安鶴土井 美方郡香美町村岡区丸味

CBBBAA 原 雌 29.05.02 ひろまさてる１ 黒原1271108 照長土井 対中　広芳

4 269 丸宮土井 82.2 福芳土井 宍粟市波賀町道谷

BCAABA 去 29.06.18 あさふく 黒2431383 鶴山土井 岸本　章弘
378

15415-0794-2

375
15683-1041-9

376
13883-8201-6

377
15564-0851-7

372
13872-9984-1

373
15683-1172-0

374
15683-1323-6

369
13872-9606-2

370
14778-0399-6

371
15683-1379-3

366
15564-0787-9

367
14778-0365-1

368
15683-1459-2

365
15683-1527-8



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 254 丸宮土井 81.4 福芳土井 養父市養父市場

AAABAA 原 去 29.07.03 あきみ 黒原1409458 高 鶴丸土井 吉村　英美

9 249 丸宮土井 82.8 光照土井 養父市大屋町蔵垣

CCBABB 去 29.07.08 ゆきみつ 黒原1384156 安幸土井 上垣　利之

9 267 芳山土井 81.4 照長土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 29.06.20 さおり 黒原1331090 鶴丸土井 高橋　大樹

1 269 千代藤土井 80.0 芳山土井 養父市大屋町大屋市場

      去 29.06.18 かなみやよし 黒2531402 丸富土井 岩花　希

1 263 芳悠土井 79.8 照忠土井 養父市大屋町大屋市場

      去 29.06.24 みつただ 黒2531403 丸宮土井 岩花　希

5 308 丸宮土井 82.3 芳山土井 豊岡市但東町高竜寺

AAAAAA 原 去 29.05.10 いつみ４ 黒原1561865 改 照長土井 小牧　伸典

5 302 芳悠土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

ABAAAA 原 去 29.05.16 はるな４ 黒原1528517 菊俊土井 小牧　伸典

8 275 照忠土井 81.0 菊俊土井 豊岡市出石町上野

BACCBB 去 29.06.12 このみ 黒原1449820 高育改 北宮波 山本　憲一

9 275 丸宮土井 79.5 鶴丸土井 豊岡市宮井

CAAAAA 原 去 29.06.12 ふくみ 黒2294593 谷福土井 綿田　謙

7 263 宮菊城 82.3 福広土井 豊岡市宮井

AAABAA 原 去 29.06.24 たみ 黒原1489170 育 谷美土井 綿田　謙

6 260 芳山土井 82.0 福広土井 豊岡市中郷

AAACAA 原 去 29.06.27 ふくみ２の１ 黒原1528499 高育 菊俊土井 新田　義孝

7 265 丸明波 80.5 福芳土井 神戸市産 豊岡市但東町小谷

CABAAA 原 雌 29.06.22 やすよし 黒原1415853 照菊波 全農兵庫　但東畜産Ｃ

3 268 丸宮土井 83.1 芳悠土井 豊岡市目坂

CBAAAA 原 雌 29.06.19 よしたけ４の１ 黒原1627766 丸福土井 谷口　正徳

11 282 千代藤土井 81.6 光照土井 豊岡市清冷寺

AACCBB 原 雌 29.06.05 まつこ 黒2209086 改 安美土井 浅井　光澄

390
08632-4374-3

391
15564-0571-4

392
15564-0461-8

387
15564-0544-8

388
15564-0545-5

389
15564-0703-9

384
15564-0478-6

385
15564-0480-9

386
15564-0451-9

381
15564-0832-6

382
13542-7160-3

383
14158-7438-5

379
15564-0872-2

380
14158-7468-2



雌： 187 雄： 去： 214 合計 401
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30年3月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 266 照忠土井 80.2 福芳土井 朝来市神子畑

BAAAAB 原 雌 29.06.21 はなふく 黒原1528561 菊安土井 仙賀　隆文

1 300 照村土井 81.0 丸富土井 朝来市和田山町安井

BACAAB 原 雌 29.05.18 さちとみ 黒原1687321 福広土井 県北部農業技術センタ

1 321 忠隆土井 80.2 宮菊城 朝来市和田山町安井

      原 雌 29.04.27 きくみ 黒2524074 芳山土井 県北部農業技術センタ

1 278 芳悠土井 81.5 石義丸 朝来市和田山町安井

      雌 29.06.09 いしみや 黒2524079 丸宮土井 県北部農業技術センタ

3 250 千代藤土井 80.8 福芳土井 赤穂市木津

AACBAA 原 去 29.07.07 てるみ 黒2446045 照長土井 溝田　泰司

5 283 芳悠土井 80.0 茂広波 相生市矢野町真広

ABACCA 原 去 29.06.04 さかえまる３１ 黒2413849 北丸土井 坂本　修一

7 269 芳悠土井 81.2 福広土井 佐用郡佐用町横坂

ABCCCA 原 去 29.06.18 ひさよし 黒2329904 照長土井 横坂共栄農場

8 265 丸富土井 80.6 照長土井 神戸市西区神出町紫合

CACAAA 原 雌 29.06.22 みやいずみ４の１ 黒2256503 福俊土井 淵上　晋

6 291 丸池土井 80.1 菊西土井 小野市河合西町

AAABAA 原 去 29.05.27 たかよし２の１ 黒2407212 菊俊土井 堀井　光仁

399
15652-2391-0

400
15544-1696-5

401
15452-0839-5

396
08642-5943-9

397
14158-7033-2

398
13663-3429-7

393
15564-0601-8

394
08642-5929-3

395
08642-5921-7


