
雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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

13883-8116-3 8 225 芳悠土井 80.7 照明土井 豊岡市但東町河本

BABAAA 原 去 28.07.26 もりてる 黒　2226829 奥秀 森井　正彦

13542-7138-2 3 265 芳山土井 81.4 丸富土井 朝来市和田山町土田

AAACBA  原 去 28.06.16 さちとみ 黒原1608730 福芳土井 川見　和秀

14730-6206-9 1 291 千代藤土井 81.3 丸富土井 篠山市郡家

       原 去 28.05.21 なみとみ 黒　2497020 福芳土井 松浦　俊明

14730-6171-0 4 269 丸宮土井 78.3 菊西土井 篠山市今田町市原

BBAAAA  原 去 28.06.12 ふく４の３ 黒　2410383 照明土井 古家後　康夫

13722-4203-6 10 246 照忠土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区池ケ平

BAAAAA 原 去 28.07.05 さちふく２ 黒原1331154 高育 照長土井 西井　秀一

13883-9237-4 6 248 照忠土井 80.7 福広土井 香美町村岡区丸味

BABAAA  原 去 28.07.03 きくつるみ３の８ 黒原1482243 照長土井 対中　広芳

13883-9183-4 10 277 照忠土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区味取

AAACAB 　 去 28.06.04 ふくみつ 黒原1331185 照長土井 阿瀬　稔

13883-8584-0 3 271 照忠土井 80.4 福芳土井 香美町村岡区境

AAAAAA  原 去 28.06.10 ひめかひめ 黒原1592065 照俊土井 田中　一馬

13883-8580-2 5 269 照忠土井 81.2 菊俊土井 香美町村岡区境

CAAAAA 去 28.06.12 おまつ 黒原1501779 福芳土井 田中　一馬

13883-9043-1 1 279 芳山土井 81.2 丸宮土井 香美町香住区九斗

AAAAAA  原 去 28.06.02 つるてる 黒原1592098 改 鶴丸土井 合同会社　谷口畜産

13637-7337-2 6 273 芳悠土井 81.4 菊俊土井 香美町小代区野間谷

AAACBA 原 去 28.06.08 つねふじ３ 黒原1482204 鶴丸土井 朝倉　久子

13883-8903-9 3 273 芳悠土井 80.3 菊西土井 美方郡新温泉町諸寄

       　 去 28.06.08 てるにし 黒原1542187 福広土井 田中　祥子

13883-9088-2 1 250 芳悠土井 80.3 照忠土井 美方郡新温泉町中辻

       　 去 28.07.01 みゆき５の１ 黒　2493648 丸富土井 高美　萬喜子

13883-8773-8 10 261 芳悠土井 81.8 照長土井 美方郡新温泉町塩山

BACBBA 原 去 28.06.20 ふくひろ 黒原1331259 谷福土井 山本　智明
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子牛せり市出場名簿平成29年3月8日

血　　統 損　　徴



雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-8935-0 1 311 照忠土井 81.6 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

       　 去 28.05.01 みつふく 黒原1653831 丸富土井 中井　のり子

13883-9080-6 3 273 照忠土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAAAAA  原 雌 28.06.08 のりふく２ 黒原1592121 鶴山土井 植田　秀作

13883-9066-0 11 282 照忠土井 81.6 照長土井 美方郡新温泉町諸寄

CABAAA 原 雌 28.05.30 なるひめ 黒原1299781 谷福土井 田中　稔

13883-8909-1 11 324 芳山土井 81.4 福芳土井 香美町小代区東垣

ABACBB 原 雌 28.04.18 こずふく 黒原1299693 菊照土井 中村　健治

13883-8642-7 11 280 芳山土井 83.1 照長土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 雌 28.06.01 つねふじ２ 黒　2146403 高育 谷福土井 森脇　雄一

13883-8641-0 4 276 照忠土井 82.2 芳山土井 香美町村岡区丸味

CABAAA 原 雌 28.06.05 きくみつる４ 黒原1559105 照長土井 森脇　薫明

13883-8361-7 9 245 照忠土井 82.0 福広土井 香美町村岡区丸味

AABBAA 原 雌 28.07.06 ふくこ１１ 黒原1368957 改 菊照土井 森脇　雄一

13883-8337-2 3 330 鶴神土井 80.4 照也土井 乳頭癒着 香美町村岡区黒田

       　 雌 28.04.12 ながひめ 黒原1592043 照長土井 その他 長岡　直美

14096-8932-2 6 295 芳悠土井 80.6 照長土井 宍粟市波賀町道谷

BABCBA 原 雌 28.05.17 きくてる 黒　2299097 谷福土井 岸本　章弘

11427-3581-2 1 270 照忠土井 80.6 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

BAAAAA  原 雌 28.06.11 ゆき 黒　2485560 鶴丸土井 大封アグリ　一宮牧場

13637-7454-6 7 324 丸宮土井 80.3 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BBAAAA 原 去 28.04.18 しげてる３の１ 黒原1449838 福芳土井 岩花　玉男

13637-7470-6 5 252 丸宮土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BBAAAA  原 去 28.06.29 てるまさ２ 黒原1528538 谷美土井 岩花　玉男

13829-0614-0 5 268 芳山土井 81.3 丸宮土井 養父市建屋

AAABAA 原 去 28.06.13 まる 黒原1528534 照長土井 野中　稔

13883-8236-8 5 266 照忠土井 80.4 菊西土井 養父市大屋町蔵垣

BABAAA 原 去 28.06.15 おみな３ 黒原1528544 改 照長土井 上垣　勇吾
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-8238-2 6 256 丸宮土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BBAAAA 原 去 28.06.25 ともふく 黒原1489228 照長土井 上垣　勇吾

13883-8077-7 3 310 芳悠土井 83.1 丸宮土井 豊岡市野上

AAAAAA  原 去 28.05.02 かりゆしまるこ 黒原1594173 谷石土井 西垣　富夫

13883-8228-3 15 256 芳山土井 81.5 照長土井 豊岡市出石町坪口

BAACAA 原 去 28.06.25 ふくこ 黒原1172270 安谷土井 坂本　孝行

13542-6477-3 10 241 千代藤土井 81.7 照長土井 豊岡市日高町知見

CACAAA 　 去 28.07.10 さつきてる 黒原1331066 第２安鶴土井 山崎　豊志

13542-6512-1 2 249 芳悠土井 80.5 丸宮土井 豊岡市引野

       　 去 28.07.02 みやとし 黒　2462979 福芳土井 竹村　清志

13883-8437-9 5 267 千代藤土井 80.8 福芳土井 朝来市神子畑

AABBAA 原 去 28.06.14 とみてる３の２２ 黒原1542211 鶴丸土井 仙賀　隆文

08653-5754-7 3 301 芳山土井 79.8 丸宮土井 朝来市和田山町安井

BAABAA  原 去 28.05.11 みのり 黒　2423274 谷福土井 県北部農業技術センタ

08653-5768-4 6 285 芳悠土井 80.2 丸福土井 朝来市和田山町安井

CBCCCA 原 雌 28.05.27 みつまるなみ 黒原1497624 茂広波 県北部農業技術センタ

13916-0671-0 1 267 照忠土井 81.1 福芳土井 豊岡市目坂

AAAAAA  原 雌 28.06.14 みつるの４ 黒原1640959 谷美土井 谷口　正徳

13883-8217-7 11 280 芳悠土井 81.6 福俊土井 豊岡市竹野町須野谷

AAABBA 原 雌 28.06.01 よしみ 黒原1299833 高育改 照菊波 田中　寛

13637-7567-3 6 265 芳山土井 79.4 丸福土井 豊岡市中郷

CAACAA 原 雌 28.06.16 うめこ 黒　2368114 菊照土井 新田　義孝

13722-4850-2 6 256 千代藤土井 80.4 福芳土井 豊岡市但東町唐川

BABAAA 原 雌 28.06.25 たみ 黒原1449826 谷美土井 中儀　吉郎

13637-7880-3 4 261 芳山土井 79.1 丸福土井 養父市建屋

CAABAA  原 雌 28.06.20 さちまる 黒　2393914 鶴山土井 大封　健太

13637-7615-1 7 266 芳悠土井 82.1 鶴山土井 養父市別宮

ACBBCA 原 雌 28.06.15 つるふくのり 黒原1449829 谷福土井 西谷　敏秀
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

15248-2248-2 13 235 丸宮土井 82.7 鶴山土井 宍粟市山崎町与位

BCAAAA 原 雌 28.07.16 たにつる 黒　2115456 谷福土井 中坪　みどり

15068-2093-2 2 261 芳山土井 79.0 照長土井 宍粟市山崎町葛根

BAACBA  原 雌 28.06.20 せりな 黒　2432159 第２鶴雪土井 吉岡　慎治

15248-2201-7 2 253 照忠土井 79.8 丸宮土井 佐用郡佐用町平谷

       　 雌 28.06.28 てるおかまる 黒　2450338 福芳土井 安岡　林

15248-2195-9 3 267 芳山土井 79.1 照忠土井 佐用郡佐用町口金近

AAACAA  原 去 28.06.14 ふくじゅ４ 黒　2432162 福芳土井 田辺　裕基

13783-4784-1 3 290 千代藤土井 80.2 照一土井 神戸市西区神出町

BACAAA  原 去 28.05.22 いちふく 黒　2439204 福芳土井 池本　俊彦

15047-0670-2 5 261 丸宮土井 79.4 菊俊土井 加西市大内町

BCAAAB 原 雌 28.06.20 はつひめ 黒　2388890 安幸土井 藤原　護

15197-0741-1 1 262 丸宮土井 80.1 芳悠土井 小野市長尾町

BBAAAA  原 雌 28.06.19 おかちあき 黒　2493615 福俊土井 岡田　輝泰

15270-2514-9 5 240 芳悠土井 80.7 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

BABBBA  原 去 28.07.11 とみてる３ 黒原1524546 照長土井 須原　芳夫

15270-2445-6 10 255 千代藤土井 80.1 福俊土井 丹波市市島町下竹田

BACAAA 原 去 28.06.26 かねやま 黒原1340999 高 照長土井 須原　芳夫

13972-2562-5 2 270 千代藤土井 80.1 福芳土井 丹波市山南町北和田

AACAAA  原 去 28.06.11 きみよし 黒原1624670 照長土井 田中　憲蔵

15270-2549-1 7 244 芳悠土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町柏原

BBBBBA 原 去 28.07.07 つゆひめ３ 黒原1467446 谷美土井 下山　一彦

15270-2461-6 5 272 千代藤土井 82.2 福芳土井 丹波市春日町鹿場

BACAAA 原 去 28.06.09 よしひめ 黒原1524560 鶴丸土井 田川　良一

15270-2528-6 3 264 芳山土井 80.3 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

       　 去 28.06.17 まるひさ 黒原1592294 福広土井 足立　尚之

14730-6205-2 1 288 菊優土井 80.7 芳悠土井 篠山市郡家

BAABAA  原 去 28.05.24 うめこ２ 黒　2497021 丸福土井 松浦　俊明
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

14730-6212-0 1 290 千代藤土井 80.7 福芳土井 篠山市小多田

AACBAA  原 去 28.05.22 ゆきひめ５の１ 黒　2485550 菊俊土井 松本　登喜雄

13883-9050-9 4 294 丸福土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

CBBBAA 　 去 28.05.18 ふくかね 黒原1501797 越照波 尾崎　広貴

13883-8822-3 3 235 照忠土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA  原 去 28.07.16 やえふく 黒原1592094 照長土井 村尾　千代美

13883-9091-2 8 259 芳山土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

AAACAA 原 去 28.06.22 まさ 黒原1368835 菊俊土井 安田　洋一

13883-9094-3 13 278 照忠土井 80.2 鶴味土井 美方郡新温泉町丹土

BAAAAB 　 去 28.06.03 つるみ 黒原1239882 照長土井 県立但馬牧場公園

13883-8382-2 7 226 照忠土井 81.2 福芳土井 美方郡新温泉町井土

AAABAB 　 去 28.07.25 きくひめ 黒原1404913 菊安土井 岸　俊之

13883-8986-2 1 274 芳山土井 82.4 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 去 28.06.07 てるふく 黒原1653846 菊安土井 中村　文吾

13883-8613-7 2 254 照忠土井 81.7 丸富土井 香美町香住区丹生地

BAAAAA  原 去 28.06.27 くらら 黒原1624666 改 福芳土井 淀　貴至

13883-9038-7 8 307 芳悠土井 80.8 福芳土井 香美町香住区三谷

AAACAA 原 去 28.05.05 おしげ 黒原1404822 菊安土井 清水　容和

13883-8545-1 6 283 照忠土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区味取

BABAAA 原 去 28.05.29 くにまる２ 黒原1404885 鶴丸土井 西山　勝

13883-8547-5 12 268 芳山土井 81.5 照長土井 香美町村岡区味取

BABBAA 原 去 28.06.13 ひでなが 黒原1271089 高育 谷福土井 西山　勝

13883-9204-6 7 281 芳山土井 81.7 菊俊土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 去 28.05.31 ゆきとし 黒原1444305 改 幸福土井 井上　哲也

13883-9018-9 11 254 芳悠土井 81.5 鶴丸土井 香美町村岡区和池

BBACBA 原 去 28.06.27 ながふく４ 黒原1237428 照長土井 西崎　武志

13883-9186-5 3 274 芳悠土井 80.7 照一土井 香美町村岡区神坂

BABAAA  原 雌 28.06.07 かずいち 黒原1592035 鶴山土井 伊沢　正一
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
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血　　統 損　　徴

13883-9220-6 1 280 芳悠土井 81.1 丸富土井 香美町村岡区丸味

       　 雌 28.06.01 かりんの２ 黒原1653815 福広土井 小林　操

13883-8668-7 8 281 照忠土井 81.8 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAB 原 雌 28.05.31 ２６まさよし 黒原1423388 照長土井 長瀬　五一

13883-8387-7 2 261 芳悠土井 82.8 丸富土井 香美町香住区丹生地

AABBAA  原 雌 28.06.20 さかえのふく 黒原1624662 福芳土井 今西　修輔

13883-8375-4 6 256 芳悠土井 79.7 照也土井 香美町小代区秋岡

BACAAA 原 雌 28.06.25 たまふく 黒　2363021 育改 照長土井 今井　正人

13883-9032-5 5 281 照忠土井 82.2 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

BAABAA  原 雌 28.05.31 さかえ５の７の４ 黒原1524497 高 福芳土井 鎌田　活美

13883-9239-8 6 240 芳山土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAACAA 原 雌 28.07.11 しげふく２ 黒　2363033 改 茂美波 村尾　賢一

13883-9240-4 3 236 照忠土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA  原 雌 28.07.15 てるひろ 黒原1592105 照長土井 村尾　賢一

13883-8268-9 2 257 照忠土井 81.3 芳悠土井 養父市森

AAAAAA  原 去 28.06.24 なつひさ 黒原1627781 照長土井 田村　正宏

13883-8305-1 3 290 丸典土井 80.3 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA  原 去 28.05.22 みぞぐち 黒原1608726 菊道土井 高橋　副武

13883-8311-2 2 285 照忠土井 80.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA  原 去 28.05.27 つるはし 黒原1627791 鶴丸土井 高橋　副武

13637-7795-0 7 299 照忠土井 80.2 菊宮土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 28.05.13 このはる 黒原1449848 福芳土井 高橋　副武

13637-7592-5 3 309 芳山土井 81.2 照一土井 養父市養父市場

AAACAA  原 去 28.05.03 てるあき 黒原1594190 福芳土井 吉村　英美

13883-8089-0 9 263 千代藤土井 81.0 照長土井 豊岡市但東町佐々木

BACAAB 　 去 28.06.18 いなてる 黒原1369005 安幸土井 西　幸信

13637-7687-8 4 280 照忠土井 80.0 芳山土井 豊岡市但東町河本

BAAAAA  原 去 28.06.01 よしぎく 黒原1561870 改 照長土井 森井　正彦

79

80

81

82

83

84

73

74

75

76

77

78

71

72



雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13637-7685-4 10 280 丸典土井 82.0 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CCCAAB 　 去 28.06.01 いちこ 黒　2174562 鶴山土井 森井　正彦

13637-7582-6 3 284 芳山土井 80.0 菊西土井 豊岡市出石町上野

AAABAA  原 去 28.05.28 きみこ 黒原1594180 鶴山土井 山本　憲一

13637-7931-2 11 267 芳悠土井 81.0 照明土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA 原 去 28.06.14 ふくよ５ 黒原1299825 高改 第２安鶴土井 宮田　貴身仁

13637-7929-9 6 270 丸宮土井 79.8 菊俊土井 朝来市和田山町野村

       　 雌 28.06.11 はづき１０ 黒　2380544 福芳土井 宮田　貴身仁

13637-8025-7 7 279 芳悠土井 80.5 菊俊土井 朝来市和田山町寺内

BBABBA 原 雌 28.06.02 みな 黒原1423425 第２安鶴土井 磯　四郎

08653-5784-4 1 263 茂池波 80.0 茂広波 朝来市和田山町安井

       原 雌 28.06.18 みよこ 黒　2488357 丸宮土井 県北部農業技術センタ

13637-7713-4 2 295 芳悠土井 80.0 菊郷土井 豊岡市宮井

       　 雌 28.05.17 なつ８１ 黒原1627764 照長土井 綿田　謙

13637-7701-1 13 291 宮喜 82.1 照長土井 豊岡市宮井

CBCABA 原 雌 28.05.21 はる８ 黒原1271493 高育 菊安土井 綿田　謙

13883-8219-1 4 274 千代藤土井 83.0 宮奥城 豊岡市竹野町三原

BACAAA  原 雌 28.06.07 ぼたんの１ 黒原1561857 改 照明土井 加悦　大三郎

13637-7466-9 3 276 芳悠土井 80.7 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

AAAAAA  原 雌 28.06.05 るみ１ 黒原1608723 菊俊土井 岩花　希

13883-8279-5 3 239 千代藤土井 81.4 丸宮土井 養父市大屋町宮本

       　 雌 28.07.12 みつひめ２ 黒原1594198 福広土井 寺尾　智也

15248-2249-9 2 223 芳山土井 80.3 丸宮土井 宍粟市山崎町与位

AAABAA  原 雌 28.07.28 としみや 黒　2461443 福芳土井 中坪　みどり

15248-2224-6 11 287 千代藤土井 82.8 鶴山土井 赤穂市木津

AACAAB 原 雌 28.05.25 ふくよ 黒原1271119 安幸土井 溝田　泰司

13518-8580-3 2 286 丸宮土井 78.6 菊俊土井 相生市矢野町真広

CCAABA  原 去 28.05.26 ごいちよ９の２ 黒　2456079 福芳土井 坂本　修一
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

15248-2193-5 9 299 芳山土井 81.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

ABACBB 原 雌 28.05.13 よこさか 黒　2269289 菊重土井 矢内　忠司

15173-3934-8 10 261 芳山土井 80.6 菊俊土井 多可郡多可町八千代区

AAACAA 原 去 28.06.20 まんぷく 黒　2231010 谷福土井 有田　覚

12191-4909-2 14 276 芳悠土井 82.7 照長土井 川辺郡猪名川町紫合

AAAAAA 原 去 28.06.05 みつふく 黒　2042595 第２安鶴土井 森田　和子

14972-3329-2 10 266 丸宮土井 80.8 福俊土井 小野市昭和町

CABAAB 　 雌 28.06.15 かおる６ 黒　2185180 菊道土井 藤本　幹泰

15044-0716-6 9 266 芳山土井 79.0 菊俊土井 小野市広渡町

BAACBA 原 雌 28.06.15 ただふくの１ 黒　2166611 谷福土井 前田　勇雄

15270-2459-3 2 281 丸宮土井 81.5 芳山土井 丹波市春日町鹿場

AAAAAA  原 雌 28.05.31 よしやす２ 黒原1634885 菊俊土井 田川　良一

15270-2448-7 6 260 丸宮土井 81.1 福芳土井 丹波市市島町下竹田

ABAAAA 原 雌 28.06.21 しずみ 黒原1467442 菊安土井 須原　芳夫

15270-2447-0 11 271 千代藤土井 80.7 福芳土井 丹波市市島町下竹田

BABBAB 原 雌 28.06.10 きくふく 黒原1300031 菊安土井 須原　芳夫

15270-2502-6 8 257 千代藤土井 82.8 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AABAAA 原 雌 28.06.24 ますよし 黒原1370034 第２安鶴土井 上田　真吾

15270-2522-4 7 272 千代藤土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町柏原

AACAAA 原 雌 28.06.09 さとみ２ 黒原1449580 第２安鶴土井 下山　一彦

13972-2565-6 8 246 千代藤土井 80.1 菊宮土井 丹波市山南町北和田

BACAAB 原 雌 28.07.05 ゆきてる７ 黒原1409601 谷福土井 田中　憲蔵

14730-6201-4 7 264 菊優土井 82.3 照豊土井 篠山市郡家

BABCAA 原 去 28.06.17 おじろ１ 黒　2309177 福芳土井 松浦　俊明

14730-6236-6 4 246 宮菊城 78.4 福芳土井 篠山市今田町市原

AAAAAA 原 去 28.07.05 まこと 黒　2410387 鶴丸土井 古家後　二美子

13883-8391-4 9 236 芳山土井 81.3 福広土井 香美町村岡区口大谷

BAACBA 原 去 28.07.15 ふくむすめ 黒原1368918 菊照土井 山本　薫
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-8645-8 13 261 芳悠土井 81.1 鶴丸土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 28.06.20 ひさつるまる 黒原1237390 高育改 菊安土井 森脇　雄一

13883-9249-7 1 252 照忠土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区丸味

BABAAA  原 去 28.06.29 ひでよし６ 黒原1653813 照長土井 森脇　雄一

13883-8356-3 11 236 芳山土井 80.5 照長土井 香美町村岡区丸味

BAACAB 　 去 28.07.15 やすふくみ２ 黒原1299634 第２安鶴土井 森脇　雄一

13883-8595-6 11 256 菊西土井 81.1 第２照久土井 香美町村岡区長瀬

CBCABB 　 去 28.06.25 みつふく４ 黒原1237360 菊照土井 谷渕　侑生

13883-8598-7 11 243 丸宮土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区長瀬

BBAAAA 原 去 28.07.08 こうふく１の７ 黒原1299681 高 安谷土井 谷渕　侑生

13883-9180-3 8 274 照忠土井 85.0 福芳土井 香美町小代区東垣

BABAAA 原 去 28.06.07 ひめみつふく 黒原1368883 第２鶴雪土井 中村　まゆみ

13883-8902-2 12 272 芳山土井 80.5 茂美波 美方郡新温泉町諸寄

BAACAB 　 去 28.06.09 やすしげなみ 黒原1271145 照菊波 田中　充

13883-8861-2 7 276 照忠土井 82.8 福広土井 美方郡新温泉町丹土

BABAAA 原 去 28.06.05 ななひめひろ 黒原1444350 照長土井 西坂　嘉津美

13883-8915-2 9 310 丸富土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

BACBAA 原 去 28.05.02 としふく２ 黒原1331260 改 福芳土井 山本　玉枝

13883-8936-7 11 309 照忠土井 85.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 去 28.05.03 てるやす 黒原1299742 高 照長土井 中井　豊枝

13883-9078-3 7 280 芳悠土井 81.4 福広土井 美方郡新温泉町海上

AABBBA 原 去 28.06.01 ななみや２ 黒原1444374 照長土井 植田　秀作

13883-8819-3 10 279 芳悠土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

ABABBA 原 雌 28.06.02 おふく 黒原1331214 第２安鶴土井 村尾　千代美

13883-9125-4 1 265 芳悠土井 80.6 丸富土井 美方郡新温泉町多子

BABBAA  原 雌 28.06.16 わかみや２の２ 黒原1624559 第２照久土井 竹下　与輔

13883-8780-6 1 262 照忠土井 81.8 芳悠土井 香美町小代区神水

CAAAAA  原 雌 28.06.19 まつひさ 黒原1663720 第２照久土井 藤原　吉子
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-8929-9 5 266 芳山土井 85.0 福芳土井 香美町小代区野間谷

       　 雌 28.06.15 としふく 黒原1524437 菊俊土井 朝倉　久子

13883-9192-6 9 294 芳山土井 82.0 照長土井 香美町村岡区味取

AAACAA 原 雌 28.05.18 たえこ 黒原1331187 高育 谷福土井 阿瀬　稔

13883-9223-7 7 253 芳山土井 81.5 鶴丸土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 28.06.28 ふくえ５の１ 黒原1444340 谷福土井 小林　操

13883-8368-6 9 250 照忠土井 81.6 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 28.07.01 ふくえ１ 黒原1368949 高育 照長土井 小林　操

13883-8753-0 6 289 照忠土井 80.1 菊俊土井 香美町村岡区萩山

BABAAA 原 雌 28.05.23 たけとし 黒原1482178 福広土井 西村　忠一

11427-3582-9 5 256 芳山土井 81.0 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

BAACAA 原 去 28.06.25 てるみや３ 黒原1409485 鶴丸土井 大封アグリ　一宮牧場

15177-6523-9 7 261 丸宮土井 80.7 福芳土井 ＥＴ産子 宍粟市一宮町東河内

ABAAAA 原 去 28.06.20 ふくたけ 黒　2396536 照長土井 小池　一博

13916-0674-1 9 236 芳悠土井 81.6 照明土井 尿道瘻形成手術 豊岡市目坂

AAABAA 原 去 28.07.15 あけむすめ 黒原1331059 改 谷福土井 谷口　正徳

13542-6513-8 4 242 丸宮土井 80.4 福芳土井 豊岡市引野

BBAAAA  原 去 28.07.09 としこ３ 黒原1576331 菊俊土井 竹村　清志

13883-8112-5 4 241 芳山土井 80.3 鶴丸土井 豊岡市但東町河本

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

13883-8317-4 11 257 芳山土井 82.0 鶴丸土井 養父市大屋町若杉

BAACAA 原 去 28.06.24 まるかず 黒原1271515 改 菊照土井 高橋　副武

13883-8307-5 1 282 照忠土井 80.3 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA  原 去 28.05.30 はなつる 黒　2482893 鶴丸土井 高橋　大樹

13883-8237-5 7 263 丸宮土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

CBBAAA 原 去 28.06.18 かこ 黒原1409471 鶴丸土井 上垣　勇吾

13883-8239-9 10 252 照忠土井 81.2 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BAABAB 　 去 28.06.29 ふくこ６の５ 黒原1331111 谷福土井 上垣　勇吾
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13637-7612-0 3 298 芳悠土井 80.8 丸宮土井 養父市別宮

AAABAA  原 去 28.05.14 うづき 黒原1594186 菊俊土井 西谷　敏秀

13637-7879-7 9 275 丸宮土井 79.5 菊俊土井 養父市建屋

CBAAAA 　 去 28.06.06 こちよ 黒　2294608 安幸土井 大封　健太

08653-5762-2 6 293 丸宮土井 79.3 北美波 朝来市和田山町安井

BBAAAA 原 去 28.05.19 なつる 黒　2374398 福芳土井 県北部農業技術センタ

08653-5773-8 1 279 芳悠土井 80.1 茂広波 朝来市和田山町安井

ABBCCA  原 雌 28.06.02 てるひろ 黒　2488363 丸富土井 県北部農業技術センタ

13637-8023-3 6 301 芳山土井 81.0 菊俊土井 朝来市和田山町岡

BAACBA 原 雌 28.05.11 やすなが５ 黒原1489259 第２鶴雪土井 森下　清司

13637-7566-6 2 271 千代藤土井 81.5 芳悠土井 豊岡市中郷

BACAAA  原 雌 28.06.10 ふくよしひさ 黒原1640958 鶴丸土井 新田　義孝

13883-8048-7 6 311 照忠土井 83.0 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

BAACAA 原 雌 28.05.01 なをみ２ 黒原1489178 福芳土井 小牧　伸典

13883-8054-8 4 280 芳悠土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

BAAAAA  原 雌 28.06.01 はるな４ 黒原1528517 菊俊土井 小牧　伸典

13637-7467-6 2 263 照忠土井 79.1 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA  原 雌 28.06.18 みつみや 黒　2462990 福芳土井 岩花　希

14560-1243-2 10 297 芳悠土井 80.6 菊俊土井 養父市森

AAACBA 原 雌 28.05.15 ひめとし 黒原1299794 谷福土井 田村　正宏

13637-7594-9 5 289 芳悠土井 83.8 福芳土井 養父市養父市場

       　 雌 28.05.23 ふくとしの１ 黒　2393913 菊俊土井 吉村　英之

13719-0655-7 8 294 芳悠土井 78.8 菊宮土井 神崎郡市川町保喜

BAACAA 原 雌 28.05.18 みかこ 黒　2294613 谷福土井 松岡　千津子

13519-6108-8 3 266 丸宮土井 80.0 照長土井 たつの市御津町中島

CBBAAA  原 雌 28.06.15 なかゆき４ 黒　2441460 谷福土井 吉田　和子

13518-8579-7 15 290 芳山土井 80.8 照長土井 相生市矢野町真広

BAACAA 原 去 28.05.22 ちあき６ 黒　2025742 高 安美土井 坂本　修一
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

15248-2196-6 11 268 千代藤土井 81.8 福俊土井 佐用郡佐用町口長谷

AACAAA 原 去 28.06.13 ひろみ 黒　2180453 安美土井 竹田　瞳

15248-2188-1 11 284 芳悠土井 82.5 照長土井 佐用郡佐用町櫛田

AABBBA 原 雌 28.05.28 ふくのかみ 黒　2209097 高 菊安土井 竹内　隆

14972-3328-5 2 271 丸宮土井 80.3 福芳土井 小野市昭和町

ABAAAA  原 雌 28.06.10 みやぎく３ 黒　2456065 菊俊土井 藤本　佳大

15044-0712-8 3 285 丸宮土井 80.0 福芳土井 小野市広渡町

BBAABA  原 雌 28.05.27 ただふく２の２ 黒　2428230 光照土井 前田　勇雄

13972-2567-0 8 261 丸宮土井 81.0 福広土井 丹波市山南町北和田

BBAAAA 原 去 28.06.20 もりくに２ 黒　2294632 高 鶴山土井 田中　憲蔵

15270-2484-5 8 288 芳悠土井 81.3 福広土井 丹波市氷上町小谷

AAACBA 原 去 28.05.24 よしふく２ 黒原1409610 谷福土井 細見　忠和

15270-2478-4 6 272 芳山土井 80.4 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

ABACBB 　 去 28.06.09 きくはる 黒原1488929 鶴味土井 足立　尚之

15270-2454-8 2 264 丸宮土井 80.8 芳山土井 丹波市市島町岩戸

       　 去 28.06.17 みゆき５の１ 黒原1634881 丸富土井 大槻　良

15270-2512-5 3 255 芳悠土井 81.0 丸宮土井 丹波市市島町下竹田

ABAAAA  原 去 28.06.26 はまみや 黒原1601480 福俊土井 須原　芳夫

15270-2444-9 9 268 千代藤土井 82.3 福芳土井 丹波市市島町下竹田

AABBAA 原 去 28.06.13 ならふく 黒原1380297 改 光照土井 須原　芳夫

14730-6150-5 3 252 照忠土井 79.6 丸宮土井 篠山市曽地口

BAAAAA  原 去 28.06.29 ゆりか 黒　2431370 福芳土井 清水　健司

14730-6234-2 2 232 丸宮土井 80.7 福芳土井 篠山市乾新町

       　 去 28.07.19 あさがお 黒　2463035 菊俊土井 小西　弘

13883-9051-6 3 271 照忠土井 80.4 芳山土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA  原 去 28.06.10 よしはる 黒原1592128 第２照久土井 尾崎　広貴

13883-9218-3 5 269 照忠土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

BAABAA 原 去 28.06.12 ふくちよ 黒　2363035 改 安千代土井 尾崎　広貴
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-8774-5 9 249 丸富土井 82.8 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

BACBBA 原 去 28.07.02 よしてる 黒原1368841 高育 照長土井 山本　智明

13883-9074-5 10 256 丸富土井 82.4 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

BABCBA 原 去 28.06.25 おふくの８の３ 黒原1299731 谷福土井 野田　武夫

13883-9095-0 8 270 丸福土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町丹土

CACBAA 　 去 28.06.11 きくよし 黒原1423443 改 茂幸波 県立但馬牧場公園

13883-8877-3 11 284 芳悠土井 81.8 照長土井 美方郡新温泉町春来

AABBAA 原 去 28.05.28 さかえ５の６ 黒原1299710 高育改 第２安鶴土井 中村　一秋

13883-8904-6 5 259 照忠土井 80.5 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

BAAAAA 原 去 28.06.22 しずもり 黒原1524502 照長土井 田中　祥子

13883-8615-1 5 257 石義丸 80.7 丸宮土井 香美町香住区丹生地

CBCAAB 　 去 28.06.24 みちこ 黒原1524431 育改 菊俊土井 淀　貴至

13883-8541-3 8 309 芳悠土井 80.8 福広土井 香美町村岡区味取

AACBAA 原 去 28.05.03 たけふく 黒原1404888 菊俊土井 西山　勝

13883-8537-6 8 296 照忠土井 80.4 福芳土井 香美町村岡区味取

AAAAAA 原 去 28.05.16 ひでよし 黒原1331190 谷福土井 西山　勝

13883-9101-8 5 274 照忠土井 81.7 丸福土井 香美町村岡区高津

CABAAA  原 去 28.06.07 やまふく 黒原1482182 高育 第２安鶴土井 田中　博文

13722-4204-3 7 242 芳悠土井 80.5 福芳土井 香美町村岡区池ケ平

ABBCCA 原 去 28.07.09 あやふく 黒原1463994 照長土井 西井　秀一

13883-9207-7 9 266 芳悠土井 83.8 菊俊土井 香美町村岡区熊波

BBBCCA 原 雌 28.06.15 おふく１ 黒原1404877 高育 鶴山土井 井上　哲也

13883-8402-7 8 249 芳悠土井 81.8 菊俊土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 雌 28.07.02 きくとしひめ 黒原1423392 照波土井 井上　哲也

14778-0502-0 3 262 芳山土井 80.5 照一土井 香美町村岡区丸味

       　 雌 28.06.19 ８２てるなが 黒原1605637 菊俊土井 長瀬　五一

13883-8583-3 6 266 茂初波 80.8 丸富土井 香美町村岡区境

BABBAA 原 雌 28.06.15 ともこ 黒原1524427 育改 照長土井 田中　一馬
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-8388-4 8 245 芳悠土井 81.7 菊俊土井 香美町香住区丹生地

AAACCA 原 雌 28.07.06 きくひさ 黒原1404824 高育 照長土井 今西　修輔

13883-9178-0 3 286 照忠土井 82.0 丸富土井 香美町小代区東垣

BABAAA  原 雌 28.05.26 みやふくまる 黒原1559097 福芳土井 中村　健治

12533-1562-0 3 263 芳悠土井 81.2 丸富土井 美方郡新温泉町塩山

BBCBBA  原 雌 28.06.18 ふくひめ８ 黒原1605629 菊照土井 坂本　隆子

13883-9081-3 6 266 芳悠土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

ACACCA 原 雌 28.06.15 ふとまる３の２ 黒原1501800 改 照菊波 植田　秀作

13883-8313-6 4 284 照忠土井 80.7 菊西土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA  原 去 28.05.28 つばめ 黒原1561897 福芳土井 高橋　副武

13883-8303-7 1 280 照忠土井 81.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

       　 去 28.06.01 たけみち 黒原1655358 福芳土井 高橋　副武

13883-8278-8 2 246 芳悠土井 79.6 丸宮土井 養父市大屋町宮本

BAAAAA  原 去 28.07.05 あきほ６の２ 黒　2462992 菊波土井 寺尾　智也

13637-7704-2 9 266 丸典土井 81.4 福芳土井 豊岡市宮井

BBBAAA 原 去 28.06.15 はは４ 黒原1409414 照長土井 綿田　謙

13883-8091-3 5 249 千代藤土井 81.4 福芳土井 豊岡市但東町佐々木

AABAAB 　 去 28.07.02 いなふく 黒原1528527 安幸土井 西　幸信

13637-7584-0 7 269 芳悠土井 81.0 菊俊土井 豊岡市出石町上野

ABCCCA 原 去 28.06.12 このみ 黒原1449820 高育改 北宮波 山本　憲一

08653-5772-1 9 281 芳山土井 80.3 福芳土井 朝来市和田山町安井

AAACAA 原 去 28.05.31 ふくのはな 黒原1368967 北宮波 県北部農業技術センタ

08653-5785-1 1 260 照忠土井 79.7 千代藤土井 朝来市和田山町安井

BABAAA  原 去 28.06.21 きみちよ 黒　2488366 北俊土井 県北部農業技術センタ

13637-8026-4 5 215 丸宮土井 82.1 菊俊土井 朝来市山東町大月

CCAAAA 原 去 28.08.05 ゆきとし 黒　2363025 幸豊土井 浅野　博

13637-7932-9 10 264 丸典土井 81.7 菊俊土井 朝来市和田山町野村

BCAABA 　 去 28.06.17 ふじなみ 黒原1331130 幸豊土井 宮田　貴身仁
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13637-7927-5 6 280 千代藤土井 81.0 福芳土井 朝来市和田山町野村

AABAAA 原 雌 28.06.01 きくふく９ 黒原1489257 菊俊土井 宮田　貴身仁

13542-7117-7 5 323 芳山土井 78.7 菊俊土井 朝来市神子畑

AAACAA  原 雌 28.04.19 ふくとし 黒　2350121 谷福土井 仙賀　隆文

13542-6474-2 1 256 芳悠土井 78.0 丸福土井 豊岡市日高町知見

CABAAA  原 雌 28.06.25 てるまるこ 黒　2496968 照長土井 山崎　豊志

13883-8106-4 9 266 芳悠土井 83.7 谷石土井 豊岡市但東町河本

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

13883-8108-8 12 261 芳悠土井 79.8 照菊波 豊岡市但東町河本

BBBCBA 原 雌 28.06.20 みやたかね１の１ 黒　2115459 育改 谷福土井 森井　正彦

13637-7474-4 3 250 丸宮土井 80.8 芳山土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA  原 雌 28.07.01 るみよし２ 黒原1576340 改 菊俊土井 岩花　希

13883-8266-5 3 278 丸典土井 81.0 千代藤土井 養父市森

CBCAAA  原 雌 28.06.03 まきちよ 黒原1608721 鶴山土井 田村　正宏

13637-7597-0 9 278 照忠土井 81.1 福芳土井 養父市養父市場

BAAAAA 原 雌 28.06.03 ゆきひめ３ 黒原1368869 高 照長土井 吉村　英美

15248-2238-3 5 252 丸宮土井 80.8 菊西土井 赤穂市木津

ABAAAA  原 雌 28.06.29 きくつる 黒　2428235 鶴山土井 溝田　泰司

15012-8359-6 5 334 丸宮土井 81.4 菊俊土井 姫路市白鳥台

BBAAAA 原 雌 28.04.08 つるひめ 黒　2396586 福芳土井 石原　寛大

13518-8575-9 2 303 丸宮土井 78.7 芳悠土井 相生市矢野町真広

       　 去 28.05.09 ふくひめ１ 黒　2456077 菊西土井 坂本　修一

15248-2199-7 5 250 千代藤土井 81.2 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

AACBAA 原 去 28.07.01 てるよし 黒　2402104 照長土井 矢内　忠司

15173-3935-5 7 246 千代藤土井 81.3 福芳土井 多可郡多可町八千代区

AABCAA 原 去 28.07.05 よしこ 黒　2334702 鶴丸土井 有田　覚

13783-4786-5 3 270 照忠土井 79.7 福芳土井 神戸市西区神出町

BAABAA  原 雌 28.06.11 よしゆき 黒　2439202 幸豊土井 池本　俊彦

205

206

207

208

209

210

199

200

201

202

203

204

197

198



雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

15044-0691-6 3 303 芳悠土井 79.3 丸宮土井 小野市万勝寺町

ABAAAA  原 雌 28.05.09 みやみつ３１の３ 黒　2441444 福広土井 宮下　俊子

15197-0743-5 3 254 丸宮土井 81.0 照一土井 小野市長尾町

BAAAAA  原 去 28.06.27 おかみつ２ 黒　2432152 福芳土井 岡田　勇治

15270-2441-8 2 285 千代藤土井 80.8 丸富土井 丹波市市島町下竹田

AACBAA  原 雌 28.05.27 とみふくみや 黒原1624677 福芳土井 須原　芳夫

13972-2569-4 5 226 丸宮土井 80.6 福広土井 丹波市山南町北和田

BBAAAA 原 雌 28.07.25 ひろつる 黒　2334639 第２安鶴土井 田中　憲蔵

15270-2457-9 5 311 芳山土井 82.0 菊俊土井 丹波市春日町鹿場

BAACAA 原 雌 28.05.01 ふくとし 黒原1524558 照長土井 田川　良一

15270-2523-1 5 273 千代藤土井 81.3 福芳土井 丹波市柏原町柏原

AABAAA 原 去 28.06.08 ひめよし３ 黒原1489168 改 照長土井 下山　一彦

13972-2575-5 1 231 丸宮土井 81.4 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA  原 去 28.07.20 さちとし２６ 黒原1653949 菊俊土井 上田　真吾

15270-2503-3 9 248 丸宮土井 82.0 照長土井 丹波市柏原町下小倉

CBAAAA 　 去 28.07.03 あお 黒原1342762 菊安土井 上田　真吾

15270-2506-4 11 265 芳山土井 83.3 菊俊土井 丹波市春日町棚原

AAACBA 原 去 28.06.16 ゆうゆ 黒原1271225 谷福土井 山本　智

14730-6202-1 7 288 芳山土井 82.7 福芳土井 篠山市倉本

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

14730-6173-4 2 252 千代藤土井 80.0 丸宮土井 篠山市今田町市原

BABAAA  原 雌 28.06.29 ゆきの 黒　2456056 菊俊土井 古家後　康夫

13883-9230-5 10 265 照忠土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区神坂

BAABAA 原 去 28.06.16 しめこ４ 黒原1368893 高育 幸豊土井 伊沢　正一

13883-9228-2 6 263 芳悠土井 81.1 福広土井 香美町村岡区神坂

ABBBCA 原 去 28.06.18 てるこ 黒原1464004 幸豊土井 伊沢　正一

13883-9246-6 4 258 照忠土井 80.5 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAABAA  原 去 28.06.23 たによしひめ２ 黒原1559110 菊俊土井 森脇　薫明
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-9247-3 4 258 茂初波 80.8 芳山土井 香美町村岡区丸味

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

13883-8582-6 5 263 芳悠土井 79.6 菊俊土井 香美町村岡区境

BCBCCA  原 去 28.06.18 みちこ 黒　2391466 鶴光土井 田中　一馬

13883-8581-9 11 257 芳悠土井 81.1 菊伸土井 香美町村岡区境

AABBAA 原 去 28.06.24 ふくこ 黒原1331197 照長土井 田中　一馬

13883-8779-0 13 276 芳悠土井 81.6 鶴丸土井 香美町小代区神水

AAACAA 原 去 28.06.05 さつき５ 黒原1237353 照長土井 藤原　幸恵

13883-8716-5 1 252 芳山土井 80.5 丸富土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA  原 去 28.06.29 しずまる 黒　2480545 福芳土井 田中　祥子

13883-9242-8 5 261 照忠土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町井土

BABAAA  原 去 28.06.20 みつふく３ 黒原1501801 鶴山土井 岸　洋志

13883-9086-8 1 278 芳悠土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAACBA  原 去 28.06.03 ひざまくら 黒原1624565 照長土井 野田　良之

13883-9238-1 7 250 照忠土井 84.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAAAAA 原 去 28.07.01 ふくみつふく 黒原1444366 照長土井 村尾　賢一

13883-9079-0 9 276 芳悠土井 81.2 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 去 28.06.05 まりな２ 黒原1368847 高育 谷福土井 植田　秀作

13883-8771-4 1 287 照忠土井 81.7 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

BABAAA  原 雌 28.05.25 ひろふく 黒原1653826 照長土井 山本　智明

13883-9090-5 3 261 芳悠土井 81.4 照一土井 美方郡新温泉町中辻

BABAAA  原 雌 28.06.20 てるみや 黒原1592103 照長土井 安田　洋一

13883-9179-7 6 275 芳悠土井 82.4 菊俊土井 香美町小代区東垣

BBBCCA 原 雌 28.06.06 ももひめ 黒原1482214 谷福土井 中村　まゆみ

13883-8538-3 3 316 照忠土井 81.0 照忠土井 香美町村岡区味取

BAAAAA  原 雌 28.04.26 きよふく 黒原1592060 福芳土井 西山　勝

13883-8544-4 1 291 照忠土井 81.4 芳悠土井 香美町村岡区味取

BABAAA  原 雌 28.05.21 てるくに３ 黒原1653819 鶴丸土井 西山　勝
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-8670-0 4 279 照忠土井 80.6 丸福土井 香美町村岡区丸味

CACAAA 原 雌 28.06.02 ７１まるふく 黒原1573914 照長土井 長瀬　久美子

13883-8754-7 3 289 芳山土井 80.4 照忠土井 香美町村岡区萩山

BAABAA  原 雌 28.05.23 てるひめ 黒原1605608 谷福土井 西村　忠一

13883-9017-2 13 258 芳悠土井 81.0 鶴丸土井 香美町村岡区和池

BBABBA 原 雌 28.06.23 みつふくなみ２ 黒　2110271 高改 越照波 西崎　武志

14096-8933-9 1 294 丸宮土井 81.0 丸富土井 宍粟市波賀町道谷

BAAAAA  原 去 28.05.18 おゆみ 黒　2476453 福広土井 岸本　章弘

15177-6534-5 12 224 芳悠土井 81.5 照長土井 宍粟市一宮町東河内

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

13883-8218-4 1 274 千代藤土井 81.0 丸宮土井 豊岡市竹野町三原

       　 去 28.06.07 ぼたん６の２ 黒原1667070 福芳土井 加悦　大三郎

13883-8221-4 4 275 丸宮土井 80.6 福芳土井 豊岡市辻

BAAAAA 原 去 28.06.06 まつよ 黒原1576332 照長土井 猪師　英三良

13883-8059-3 8 249 芳悠土井 81.2 北宮波 豊岡市但東町高竜寺

AABCBA 原 去 28.07.02 もりみや３ 黒原1331070 照長土井 小牧　成基

13916-0670-3 1 278 千代藤土井 83.5 芳悠土井 豊岡市目坂

AABAAA  原 去 28.06.03 みつるの５ 黒原1667069 谷美土井 谷口　衣津美

13637-7881-0 11 257 千代藤土井 80.2 鶴山土井 養父市建屋

AACABB 　 去 28.06.24 よしてつ４ 黒原1299787 菊照土井 大封　香代子

13637-7613-7 6 286 芳悠土井 79.8 菊俊土井 養父市別宮

AAACBA 原 去 28.05.26 きくひめ 黒　2368128 照長土井 西谷　敏秀

13637-7473-7 2 255 芳悠土井 81.5 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

AAAAAA  原 去 28.06.26 るみ２ 黒原1640966 改 菊俊土井 岩花　希

13637-7622-9 4 219 丸宮土井 81.4 丸福土井 養父市畑

CBBAAA 原 去 28.08.01 ちよみ 黒原1559065 福芳土井 山根　忠行

13542-7139-9 9 258 丸典土井 80.1 菊俊土井 朝来市和田山町土田

CBCAAB 　 去 28.06.23 たけとし 黒原1391346 第２菊武土井 川見　和秀
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

08653-5778-3 1 275 千代藤土井 81.3 丸春土井 朝来市和田山町安井

       　 去 28.06.06 まるみ 黒原1659987 茂広波 県北部農業技術センタ

08653-5776-9 1 277 芳悠土井 79.5 茂広波 朝来市和田山町安井

BBBCCA  原 雌 28.06.04 まるしげ 黒　2488362 丸福土井 県北部農業技術センタ

13542-7119-1 2 297 丸宮土井 80.8 照一土井 朝来市神子畑

CBBAAA  原 雌 28.05.15 かつみ３の１ 黒原1627806 谷福土井 仙賀　隆文

13542-6627-2 5 337 芳山土井 81.2 丸宮土井 豊岡市中郷

AAABAA 原 雌 28.04.05 すず 黒原1528501 照長土井 新田　義孝

13883-8109-5 6 260 芳悠土井 80.8 宮奥城 豊岡市但東町河本

BACCBA 原 雌 28.06.21 てるみや 黒原1449825 育改 照長土井 森井　正彦

13883-8114-9 9 226 芳山土井 81.0 照長土井 豊岡市但東町河本

BAACAA 原 雌 28.07.25 ふくじ３の１ 黒　2174609 第２照久土井 森井　正彦

14560-1244-9 4 288 芳悠土井 81.0 照一土井 養父市森

AAABAA  原 雌 28.05.24 なついち 黒原1576339 改 福芳土井 田村　正宏

13883-8316-7 13 277 芳山土井 81.4 照長土井 養父市大屋町若杉

BAACBB 原 雌 28.06.04 みつてる 黒原1099338 菊安土井 高橋　副武

13883-8314-3 3 277 照忠土井 79.8 丸宮土井 養父市大屋町若杉

CAAAAA  原 雌 28.06.04 ひまわり 黒　2416018 谷福土井 高橋　大樹

15248-2241-3 2 242 丸宮土井 80.6 千代藤土井 赤穂市木津

CABAAA  原 去 28.07.09 かつしげ２１１ 黒　2450342 安幸土井 溝田　泰司

15068-2094-9 4 254 丸宮土井 78.0 福芳土井 宍粟市山崎町葛根

BBAAAA  原 去 28.06.27 はる 黒　2418425 幸豊土井 吉岡　慎治

13518-8576-6 8 295 芳山土井 79.3 照長土井 相生市矢野町真広

BAACAA 原 去 28.05.17 さかもと１６０７ 黒　2323890 照長土井 坂本　修一

15248-2197-3 6 267 照忠土井 82.3 福芳土井 佐用郡佐用町口長谷

BAAAAA  原 雌 28.06.14 ながたけ 黒　2362273 幸豊土井 竹田　瞳

15197-0742-8 9 258 丸宮土井 79.8 鶴山土井 小野市長尾町

BBAAAA 原 去 28.06.23 いつひめ 黒　2252625 谷福土井 岡田　秀子
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

15044-0715-9 1 270 宮菊城 79.5 照一土井 小野市広渡町

AAAAAA  原 去 28.06.11 やすひで１１１ 黒　2485545 福芳土井 前田　勇雄

15270-2451-7 1 283 芳悠土井 80.8 丸富土井 丹波市市島町岩戸

       　 去 28.05.29 てるふく３の６ 黒　2491616 福広土井 大槻　良

15270-2400-5 11 295 千代藤土井 81.4 第１満金波 丹波市市島町下竹田

AACCCA 原 去 28.05.17 なみよ 黒原1271206 照長土井 須原　芳夫

15270-2460-9 11 275 芳悠土井 81.3 北宮波 丹波市春日町鹿場

ABACCA 原 去 28.06.06 こみや 黒原1247797 照菊波 田川　良一

15270-2479-1 1 286 芳山土井 83.2 丸富土井 丹波市青垣町檜倉

AAACAA  原 去 28.05.26 ふくよし 黒原1653958 改 福俊土井 足立　尚之

15270-2524-8 13 259 照忠土井 81.1 福芳土井 丹波市氷上町小谷

AAAAAB 原 雌 28.06.22 たけの７の５ 黒原1237308 安重土井 細見　忠和

15270-2508-8 1 265 丸宮土井 81.4 芳悠土井 丹波市春日町鹿場

BBAAAA  原 雌 28.06.16 てるしげ２の５ 黒原1662076 照長土井 井上　良英

14730-6172-7 4 262 丸宮土井 79.0 菊西土井 篠山市今田町市原

AAAAAA 原 雌 28.06.19 ゆう 黒　2410382 福芳土井 古家後　康夫

14730-6229-8 8 261 千代藤土井 82.3 鶴山土井 篠山市曽地口

AACABA 原 雌 28.06.20 さつき 黒原1369947 照長土井 清水　健司

13883-9219-0 3 267 芳悠土井 79.3 照長土井 美方郡新温泉町海上

BBBBBA  原 去 28.06.14 てるかね 黒　2441440 改 越照波 尾崎　広貴

13883-8820-9 1 262 照忠土井 83.3 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AAAAAA  原 去 28.06.19 おおみぞ７ 黒原1653809 改 福芳土井 村尾　千代美

13883-8821-6 3 262 照忠土井 78.0 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CABAAA 去 28.06.19 みすとし１ 黒　2391471 菊俊土井 村尾　憲弘

13883-8916-9 7 286 丸富土井 81.3 茂美波 美方郡新温泉町塩山

BACBAB 　 去 28.05.26 ひでしげ 黒　2289513 育改 菊安土井 山本　郁夫

13883-9122-3 15 311 照忠土井 81.6 幸豊土井 美方郡新温泉町多子

CAAAAB 　 去 28.05.01 すみれ 黒原1127044 菊安土井 竹下　千江子
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-9234-3 14 252 芳山土井 80.8 谷福土井 美方郡新温泉町春来

AAACBA 原 去 28.06.29 なかかね 黒原1206160 高 菊照土井 福井　清溢

13883-8987-9 4 270 照村土井 83.5 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AACAAB 去 28.06.11 てるよしの２ 黒原1559146 高 照長土井 中村　文吾

13883-9231-2 3 278 芳山土井 81.0 照一土井 香美町小代区神場

BAABAA  原 去 28.06.03 いちふく 黒原1592089 谷福土井 上治　秀正

13883-9045-5 1 271 千代藤土井 81.0 菊西土井 香美町香住区九斗

       　 去 28.06.10 みやゆき２ 黒原1653820 丸宮土井 合同会社　谷口畜産

13883-9184-1 7 269 照忠土井 80.8 福広土井 香美町村岡区味取

CABAAB 　 去 28.06.12 ふくざくら 黒原1444290 鶴味土井 阿瀬　稔

13883-9213-8 13 262 芳悠土井 84.0 照長土井 腰・腹異毛色 香美町村岡区熊波

       　 去 28.06.19 やすふく１３ 黒原1206131 高 谷福土井 その他 井上　哲也

13883-9208-4 1 258 丸富土井 81.2 芳悠土井 香美町村岡区熊波

CACCBA  原 去 28.06.23 おおみぞひさ 黒原1653803 丸福土井 井上　哲也

13883-9105-6 9 231 照忠土井 81.8 福芳土井 香美町村岡区中大谷

BAABAA 原 雌 28.07.20 つるふく 黒　2252576 高育 鶴丸土井 藤岡　義久

13883-9190-2 10 278 芳悠土井 81.5 照広土井 香美町村岡区丸味

CABAAA 原 雌 28.06.03 まさひろ１ 黒　2209100 第２鶴雪土井 対中　広芳

13883-8593-2 7 283 照忠土井 81.6 福芳土井 香美町村岡区長瀬

AAAAAA 原 雌 28.05.29 しょうふく 黒原1444286 高育 第２安鶴土井 谷渕　侑生

13883-8592-5 3 283 芳悠土井 81.4 照也土井 香美町村岡区長瀬

BABCAA  原 雌 28.05.29 てるふく１ 黒原1524423 菊俊土井 谷渕　侑生

13883-9251-0 8 262 芳山土井 81.0 菊俊土井 香美町小代区秋岡

BBBCCA 原 雌 28.06.19 ゆきふくたに３ 黒原1404901 高 谷福土井 小谷　よしの

13883-9216-9 8 292 芳山土井 82.2 菊俊土井 香美町小代区佐坊

AAACAA 原 雌 28.05.20 としなが 黒原1368884 照長土井 本上　純也

13883-9093-6 11 291 丸富土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

CBCCCA 原 雌 28.05.21 きよふく 黒原1239884 照長土井 県立但馬牧場公園
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-9063-9 14 256 芳山土井 81.6 照菊波 美方郡新温泉町飯野

AAACBC 　 雌 28.06.25 おじろ１ 黒原1206177 安谷土井 中井　丈文

13883-8090-6 10 261 芳悠土井 82.0 照菊波 豊岡市但東町佐々木

ACACCB 　 去 28.06.20 きくふく 黒　2174572 谷福土井 西　幸信

13542-6475-9 5 302 丸宮土井 81.6 福芳土井 豊岡市日高町知見

BBAAAA  原 去 28.05.10 やまふく 黒原1528496 照長土井 山崎　豊志

13637-7712-7 6 297 宮弘波 81.0 谷石土井 豊岡市宮井

CBBCBB 去 28.05.15 きく２ 黒　2334675 育改 第２安鶴土井 綿田　正人

13637-7702-8 6 289 宮喜 81.0 丸宮土井 ＥＴ産子 豊岡市宮井

CCCABA 原 去 28.05.23 みやい 黒原1507991 改 北宮波 綿田　謙

13637-7472-0 4 255 千代藤土井 79.1 丸福土井 養父市大屋町大屋市場

BACAAA  原 去 28.06.26 ふくたま 黒　2416015 照長土井 岩花　玉男

13637-7477-5 1 236 千代藤土井 79.5 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

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

13883-8277-1 7 255 芳悠土井 80.1 菊宮土井 養父市大屋町宮本

BAAAAA 原 去 28.06.26 きくつる 黒　2350118 鶴丸土井 寺尾　和敏

13637-7601-4 9 236 芳悠土井 82.0 菊俊土井 養父市養父市場

BBCCBA 原 去 28.07.15 あおたけ 黒原1391352 第２鶴雪土井 吉村　英美

13637-7616-8 13 265 丸宮土井 81.4 照菊波 養父市別宮

BCACCA 　 去 28.06.16 ふくえ２ 黒原1209513 安谷土井 西谷　敏秀

08653-5783-7 1 266 丸宮土井 80.8 茂広波 朝来市和田山町安井

BCABBA 去 28.06.15 てるみやひろ 黒　2488360 谷石土井 県北部農業技術センタ

08653-5779-0 1 273 芳悠土井 80.5 茂初波 朝来市和田山町安井

AAABAA  原 雌 28.06.08 まつはつ 黒　2488361 北谷松 県北部農業技術センタ

13542-7121-4 7 283 芳悠土井 80.7 鶴山土井 朝来市神子畑

AABBAA 原 雌 28.05.29 さかえつる 黒原1467546 照長土井 仙賀　隆文

13637-7930-5 1 270 照忠土井 81.5 丸宮土井 朝来市和田山町野村

       　 雌 28.06.11 ひでみや１４ 黒　2482913 芳悠土井 宮田　貴身仁
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-8267-2 7 275 芳悠土井 81.0 菊宮土井 養父市森

ABABAA 原 雌 28.06.06 まきみや 黒原1449835 改 鶴山土井 田村　正宏

13883-8322-8 8 255 芳悠土井 81.4 照長土井 養父市大屋町若杉

BABAAA 原 雌 28.06.26 さおり 黒原1331090 鶴丸土井 高橋　大樹

13883-8107-1 4 263 照忠土井 81.3 福芳土井 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 雌 28.06.18 みや５ 黒原1561859 育改 北宮波 森井　正彦

13637-7691-5 7 275 宮喜 81.8 福芳土井 豊岡市但東町河本

CCCBCA 原 雌 28.06.06 ゆきふく 黒原1369003 改 第２鶴雪土井 森井　正彦

13637-7583-3 12 260 芳悠土井 80.5 照長土井 豊岡市出石町上野

CBCBAA 原 雌 28.06.21 まゆみ 黒原1282637 第２安鶴土井 山本　憲一

15248-2237-6 3 260 芳悠土井 81.8 丸富土井 赤穂市木津

AAABAA  原 雌 28.06.21 ふくこ２の１ 黒　2418434 谷福土井 溝田　泰司

14721-6859-5 5 256 丸宮土井 81.7 福芳土井 姫路市夢前町新庄

BBABAA 原 去 28.06.25 おおみぞ８２４ 黒　2376707 照長土井 西影　昌久

15248-2233-8 5 292 丸宮土井 80.2 菊俊土井 神崎郡神河町猪篠

BAAAAA  原 去 28.05.20 はるこ 黒　2396567 照長土井 藤原　幸子

13518-8577-3 6 292 芳山土井 79.6 菊西土井 左眼失明 相生市矢野町真広

       　 去 28.05.20 めぐみ６ 黒　2407215 照長土井 その他 坂本　修一

13783-4785-8 7 259 丸宮土井 79.5 福芳土井 神戸市西区神出町

BCAABA 原 去 28.06.22 むつき 黒　2338230 幸豊土井 池本　俊彦

13655-2870-3 8 275 芳山土井 81.7 菊俊土井 小野市河合西町

AAACAA 原 去 28.06.06 ちよみ 黒　2304015 北本土井 堀井　光仁

15044-0713-5 1 275 照忠土井 80.3 丸宮土井 小野市広渡町

       　 去 28.06.06 おかだ２ 黒　2485544 福芳土井 前田　勇雄

15270-2533-0 7 250 千代藤土井 82.0 福広土井 丹波市春日町棚原

BACBAA 原 雌 28.07.01 きよひめ３ 黒原1449594 菊照土井 山本　浩

15270-2449-4 1 281 千代藤土井 79.1 丸富土井 丹波市市島町岩戸

AACAAA  原 雌 28.05.31 すえこ８ 黒　2491615 福芳土井 大槻　良
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

15270-2481-4 4 282 芳山土井 81.3 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

       　 雌 28.05.30 まるみや 黒原1559161 福広土井 足立　尚之

15270-2446-3 3 268 丸宮土井 80.4 芳山土井 丹波市青垣町大名草

BAAAAA  原 去 28.06.13 よしかね 黒原1559163 改 福俊土井 田中　ふみよ

15270-2501-9 6 265 丸宮土井 82.0 福芳土井 丹波市柏原町石戸

BBAAAA 原 去 28.06.16 まつよ８の１ 黒原1488916 照長土井 徳田　順彦

15270-2489-0 1 304 照忠土井 81.0 丸富土井 丹波市氷上町犬岡

BABBAA  原 去 28.05.08 こすぎ３の３ 黒原1653952 福芳土井 勢志　政和

14730-6210-6 4 274 芳悠土井 80.7 芳山土井 篠山市曽地奥

AAACAA  原 雌 28.06.07 あられ 黒　2420162 鶴長土井 岡本　栄一

13883-9225-1 2 269 芳悠土井 80.6 芳山土井 香美町村岡区神坂

AAABAA  原 去 28.06.12 さわやま 黒原1624597 鶴山土井 伊沢　正一

13883-9221-3 12 279 芳悠土井 82.0 照長土井 香美町村岡区丸味

CACAAA 　 去 28.06.02 みつふく３の２ 黒原1271111 谷福土井 小林　智子

13883-8367-9 3 255 照忠土井 80.6 芳山土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 去 28.06.26 ふくえ３の８ 黒原1592066 丸福土井 小林　操

13883-8548-2 9 257 照忠土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区味取

CABAAB 　 去 28.06.24 よしはな３ 黒原1368930 第２安鶴土井 西山　勝

13883-8549-9 14 256 芳悠土井 81.4 鶴山土井 香美町村岡区味取

ABAABA 原 去 28.06.25 つるこ 黒原1170022 照長土井 西山　勝

13883-8386-0 16 278 丸宮土井 82.0 照長土井 香美町香住区丹生地

CBBAAA 原 去 28.06.03 いずみ 黒原1129030 高育改 安幸土井 今西　修輔

13883-9033-2 4 278 芳山土井 81.1 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

BAACBA 原 去 28.06.03 てるひさかず 黒原1559141 福芳土井 鎌田　活美

13883-9182-7 5 266 芳悠土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

BBBCBA 原 去 28.06.15 てるみ 黒原1524506 改 照長土井 田中　栄一

13883-8862-9 5 273 照忠土井 81.6 丸福土井 美方郡新温泉町丹土

CABAAA 原 去 28.06.08 みつひめ２の６ 黒原1501792 照長土井 西坂　嘉津美
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13883-9075-2 6 253 照忠土井 81.0 福広土井 美方郡新温泉町塩山

BABAAA 原 去 28.06.28 だいふく 黒原1501793 改 菊照土井 坂本　隆子

13883-9113-1 4 280 照忠土井 80.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA  原 去 28.06.01 ひさたに１１１ 黒原1542183 福芳土井 村尾　高司

13883-9115-5 2 276 照忠土井 79.7 丸明波 美方郡新温泉町飯野

CABAAA 去 28.06.05 しげなみ２ 黒　2452185 改 茂美波 村尾　賢一

13883-8775-2 7 244 照忠土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

BAAAAB 原 雌 28.07.07 よしなみ 黒原1482265 菊安土井 山本　斉

13883-9236-7 10 259 芳山土井 84.6 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AAACAA 原 雌 28.06.22 しょうふく８ 黒原1331240 菊照土井 田中　房夫

13883-8379-2 9 250 芳悠土井 81.3 菊俊土井 香美町小代区秋岡

AAACAA 原 雌 28.07.01 こうふく 黒　2252572 鶴丸土井 今井　正人

13883-8594-9 1 275 照忠土井 82.1 芳悠土井 香美町村岡区長瀬

       　 雌 28.06.06 あゆさん 黒　2452200 照也土井 谷渕　侑生

13883-8669-4 1 279 芳山土井 81.3 照忠土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 雌 28.06.02 ９６まさよし３ 黒原1653817 福芳土井 長瀬　五一

13883-9209-1 15 269 芳悠土井 81.5 照長土井 香美町村岡区熊波

BBBBBA 原 雌 28.06.12 やすふく１４ 黒原1237452 谷福土井 井上　哲也

13883-9010-3 14 294 芳悠土井 81.5 鶴山土井 香美町村岡区熊波

AAABAA 原 雌 28.05.18 ふくよ６ 黒原1206134 高 幸福土井 井上　哲也

14096-8935-3 9 269 丸宮土井 82.0 照長土井 宍粟市波賀町道谷

CCBAAB 　 去 28.06.12 てるひめ 黒　2219677 第２安鶴土井 岸本　章弘

15177-6525-3 5 257 芳悠土井 78.0 丸宮土井 宍粟市一宮町東河内

BBBAAA 原 去 28.06.24 かおるこ 黒　2396533 照長土井 小池　一博

13883-8092-0 4 248 芳悠土井 81.7 菊西土井 豊岡市但東町佐々木

AABBAA  原 去 28.07.03 きく 黒原1528528 第２照久土井 西　幸信

13542-6469-8 6 247 宮菊城 80.5 菊俊土井 豊岡市出石町暮坂

BBABAB 　 去 28.07.04 しずかの２ 黒　2368116 第２鶴雪土井 旗谷　仁志
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13637-7568-0 3 265 千代藤土井 80.0 芳山土井 豊岡市中郷

BABAAA  原 去 28.06.16 ふくぼたん 黒原1594170 改 鶴丸土井 新田　義孝

13916-0672-7 8 273 芳悠土井 80.1 菊俊土井 豊岡市目坂

BAABAA 原 去 28.06.08 ひめこ１ 黒　2209088 照長土井 谷口　正徳

13637-7882-7 13 230 丸宮土井 79.1 照長土井 養父市建屋

CBAAAA 　 去 28.07.21 あつこ０２ 黒　2112393 菊伸土井 大封　健太

13637-7469-0 6 262 芳山土井 82.0 丸富土井 養父市大屋町宮垣

AAACBA  原 去 28.06.19 みやまる 黒原1489217 北宮波 岩花　希

13637-7478-2 5 227 千代藤土井 80.0 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BACBAA  原 去 28.07.24 てるよ２ 黒原1542210 照長土井 岩花　玉男

13883-8269-6 8 219 照忠土井 81.7 第１満金波 養父市森

BAABAA 原 去 28.08.01 めぐかね 黒原1409460 照俊土井 田村　正宏

13637-7620-5 9 236 芳悠土井 80.0 豊菊波 養父市養父市場

CBCBBA 原 去 28.07.15 とよひろ 黒　2219709 照長土井 吉村　英美

08653-5775-2 1 277 茂初波 81.2 茂広波 朝来市和田山町安井

BAABBC 去 28.06.04 しげやま 黒原1659991 丸宮土井 県北部農業技術センタ

08653-5780-6 1 272 照忠土井 80.0 菊優土井 朝来市和田山町安井

BAAAAA  原 雌 28.06.09 まさえ 黒　2488348 宮弘波 県北部農業技術センタ

13883-8436-2 1 270 千代藤土井 81.0 丸宮土井 朝来市神子畑

AABAAA  原 雌 28.06.11 きくみ０７１４ 黒原1667079 福芳土井 仙賀　隆文

13883-8318-1 5 271 芳山土井 83.5 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAACAA 原 雌 28.06.10 むつひめ 黒原1369047 照長土井 高橋　大樹

13883-8324-2 6 261 丸福土井 82.3 福芳土井 養父市大屋町若杉

CBCAAA 原 雌 28.06.20 ゆりひろ 黒原1489243 照長土井 高橋　副武

13883-8055-5 8 266 芳悠土井 81.6 福広土井 豊岡市但東町高竜寺

AAABAA 原 雌 28.06.15 ひろたか 黒原1409430 高育改 菊照土井 小牧　成基

13883-8051-7 4 292 丸宮土井 81.2 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

BBAAAA  原 雌 28.05.20 けいこ 黒原1561866 改 谷福土井 小牧　伸典
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雌： 153 雄： 去： 226 合計 379
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3月8日

血　　統 損　　徴

13722-4852-6 4 269 丸宮土井 79.6 福芳土井 豊岡市竹野町三原

BBAAAA  原 雌 28.06.12 ぼたん８の１ 黒　2424416 菊宮土井 加悦　大三郎

13883-8220-7 10 280 福芳土井 81.1 照長土井 豊岡市辻

ABACCA 原 雌 28.06.01 ひろみ 黒原1313583 高育改 谷福土井 猪師　英三良

15248-2243-7 2 225 千代藤土井 80.8 福芳土井 赤穂市木津

AACBAA  原 去 28.07.26 てるみ 黒　2446045 照長土井 溝田　泰司

14721-6860-1 5 250 丸宮土井 80.4 菊俊土井 姫路市夢前町新庄

AAABAA  原 去 28.07.01 まりな３ 黒　2396542 谷福土井 西影　昌久

13518-8578-0 1 292 照忠土井 79.5 丸宮土井 相生市矢野町真広

BAAAAA  原 去 28.05.20 ちかこ２ 黒　2485554 福芳土井 坂本　修一

15248-2234-5 5 285 丸宮土井 81.0 照長土井 神崎郡神河町猪篠

CBBAAA  原 去 28.05.27 ふくたか３ 黒　2402140 谷福土井 藤原　孝作

15082-5381-3 8 219 千代藤土井 82.2 福芳土井 赤穂郡上郡町大持

AABCBA 原 去 28.08.01 ふくひめ 黒原1359538 照長土井 上郡高校

13655-2869-7 6 276 芳山土井 79.6 照一土井 小野市河合西町

AAABAA 原 去 28.06.05 よしみ４ 黒　2362250 福芳土井 堀井　光仁

13925-3772-3 7 285 丸宮土井 80.6 宮照波 加西市常吉町

CCABBA 　 去 28.05.27 よしえみ２ 黒原1423436 鶴味土井 県立農業大学校

15270-2485-2 4 274 千代藤土井 81.0 菊西土井 丹波市氷上町小谷

AACBAA  原 雌 28.06.07 ゆうみや７ 黒原1559158 高 北宮波 細見　忠和

15015-7213-3 7 271 芳悠土井 80.3 光照土井 丹波市市島町乙河内

AAACBA 原 雌 28.06.10 うえと 黒原1467443 谷福土井 荻野　浩

15270-2509-5 3 253 照忠土井 81.8 芳山土井 丹波市春日町上三井庄

BAABAA  原 雌 28.06.28 たもり２ 黒原1592304 菊俊土井 山内　治郎

15270-2462-3 10 280 照忠土井 82.0 福芳土井 丹波市春日町鹿場

AAAAAB 　 去 28.06.01 あずみ２ 黒原1319562 照長土井 井上　良英

15270-2472-2 7 290 芳悠土井 83.7 菊俊土井 丹波市市島町与戸

ABABBA 原 去 28.05.22 きくひかり 黒原1449582 福芳土井 森本　康典
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子牛せり市出場名簿平成29年3月8日

血　　統 損　　徴

15270-2483-8 8 268 芳悠土井 80.1 北宮波 丹波市青垣町東芦田

ABBCBA 原 去 28.06.13 きたきよつる 黒　2123481 第２安鶴土井 前田　貴雄
379


