
雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

11 250 丸春土井 80.0 福広土井 赤穂市木津

CCCBCB 去 02.04.03 つるひめ 黒2309211 第２安鶴土井 溝田　泰司

4 234 千代藤土井 79.2 芳山土井 たつの市御津町中島

AABBAA 原 去 02.04.19 のりこ３ 黒2502834 照菊波 吉田　和子

8 282 丸春土井 82.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

CBBBAA 去 02.03.02 きくふく 黒2338241 谷福土井 横坂共栄農場

2 247 千代藤土井 81.6 芳悠土井 多可郡多可町八千代区中野間

      去 02.04.06 てるみ 黒2608036 丸宮土井 有田　覚

2 271 丸春土井 80.2 芳悠土井 三田市上内神

BBBBBA 原 去 02.03.13 はつねひめ７ 黒2598950 照一土井 蓬莱　光雄

2 287 丸池土井 80.6 照忠土井 三田市沢谷

CACAAA 原 去 02.02.26 ななひめてる７ 黒2576160 福芳土井 妻鹿　亮輔

2 285 照忠土井 79.7 芳山土井 三田市沢谷

BAABAB 去 02.02.28 ひめこ２７ 黒2524107 照長土井 妻鹿　亮輔

6 215 芳悠土井 77.8 丸宮土井 加西市大内町

BBBAAA 原 雌 02.05.08 まるきく 黒2402137 菊宮土井 藤原　護

6 249 丸池土井 80.0 福芳土井 丹波市春日町野上野

BABBBA 原 去 02.04.04 よしなつ 黒原1601490 鶴長土井 水原　彩子

3 283 照和土井 80.8 丸宮土井 丹波市青垣町東芦田

AABAAA 原 去 02.03.01 たかとみ６ 黒2554509 福芳土井 前田　貴雄

2 249 芳山土井 81.0 丸宮土井 丹波市氷上町井中

BAABAA 原 去 02.04.04 みやよし５ 黒原1740398 福芳土井 中澤　一夫

9 255 丸若土井 81.2 福広土井 丹波市市島町白毫寺

CBBBBA 去 02.03.29 ひろまさ 黒2347297 菊俊土井 荻野　諭

3 259 芳悠土井 80.8 丸宮土井 丹波市春日町野上野

ABABBA 原 雌 02.03.25 よしやす２の２８ 黒2554527 芳山土井 杉本　政雄

6 254 芳悠土井 83.0 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

ABAABA 原 雌 02.03.30 もみじ 黒原1624674 高 福芳土井 足立　尚之
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育種価資格

1
13993-2905-5

2
15862-6196-0

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6
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7
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8
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3
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4



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 285 丸池土井 80.7 照忠土井 丹波篠山市曽地口

CABAAA 去 02.02.28 ただふく 黒2485551 幸福土井 清水　健司

3 254 照忠土井 80.7 芳山土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA 原 去 02.03.30 きくつる１ 黒2554448 福芳土井 尾崎　広貴

2 229 山伸土井 81.5 千代藤土井 美方郡新温泉町飯野

      原 去 02.04.24 かねひさ 黒原1740245 丸富土井 村尾　憲弘

1 277 芳悠土井 80.0 照忠土井 美方郡新温泉町中辻

AAABAA 原 去 02.03.07 ありさ１の２ 黒2638151 芳山土井 高美　治

10 251 照和土井 82.2 福広土井 美方郡新温泉町多子

AACBAA 原 去 02.04.02 くにまる１ 黒原1482251 照波土井 竹下　与輔

1 278 照忠土井 83.0 芳悠土井 美方郡新温泉町春来

BABAAA 原 去 02.03.06 よしつねひさ 黒原1752810 菊俊土井 田中　宏道

1 256 芳山土井 81.7 芳悠土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACBA 原 去 02.03.28 おふく１の６ 黒原1772044 菊俊土井 中村　文吾

4 252 照忠土井 81.3 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

BAABAB 去 02.04.01 てるひめ 黒原1679883 第２鶴雪土井 今井　正己

1 237 山長土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区境

      原 去 02.04.16 みやときてる 黒原1772004 鶴丸土井 田中　一馬

4 247 芳悠土井 81.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区味取

BABBAA 原 去 02.04.06 つるよ 黒原1679872 鶴味土井 阿瀬　稔

12 233 芳悠土井 80.8 第２照久土井 美方郡香美町村岡区熊波

CBCAAA 原 去 02.04.20 ふくよ８ 黒原1368925 幸福土井 井上　哲也

7 232 照和土井 81.2 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AABAAB 去 02.04.21 さちか３ 黒原1592058 高 福芳土井 井上　哲也

1 223 照忠土井 80.7 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AABBAA 原 去 02.04.30 ゆきひめ６の１ 黒2638111 福芳土井 井上　哲也

10 263 芳悠土井 79.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区和池

CCBBBA 去 02.03.21 みゆきひめ５ 黒2363004 谷福土井 西崎　武志
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雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 263 芳悠土井 80.5 茂広波 美方郡香美町村岡区丸味

ABBCCA 原 雌 02.03.21 まつよ７の２ 黒2514924 改 鶴丸土井 小林　操

6 237 丸明波 80.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACBBA 原 雌 02.04.16 はるか５ 黒原1624631 鶴山土井 森脇　雄一

1 237 忠味土井 83.2 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 雌 02.04.16 つるひめ２ 黒原1771996 丸富土井 森脇　雄一

3 268 芳悠土井 81.5 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AABBBA 原 雌 02.03.16 よしみ３ 黒原1709602 改 菊俊土井 吉岡　芳彦

3 280 照忠土井 81.0 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

BAAAAA 原 雌 02.03.04 ひまり 黒原1709625 菊俊土井 山本　郁夫

7 283 芳山土井 85.2 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

CABBAA 原 雌 02.03.01 あきにし 黒原1524468 改 照長土井 中井　のり子

9 274 芳山土井 80.7 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBB 原 雌 02.03.10 ひさきく 黒原1482272 谷福土井 中井　のり子

3 272 芳山土井 80.4 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 雌 02.03.12 きくひさ 黒2554436 照長土井 村尾　賢一

1 286 忠清土井 79.7 芳悠土井 宍粟市波賀町道谷

      原 雌 02.02.27 かんで 黒2634533 丸宮土井 岸本　章弘

2 250 丸春土井 81.8 芳悠土井 豊岡市清冷寺

CCCBCA 去 02.04.03 きくしげ 黒原1743101 菊俊土井 浅井　光澄

12 284 照忠土井 80.5 第２安鶴土井 豊岡市但東町唐川

CACAAA 去 02.02.29 まさふく 黒原1347509 照長土井 中儀　吉郎

5 286 丸春土井 81.0 福芳土井 養父市別宮

      去 02.02.27 さつき２ 黒原1608719 福広土井 西谷　敏秀

1 298 宮菊城 81.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 02.02.15 こなか 黒原1774589 菊俊土井 高橋　副武

9 279 丸池土井 81.1 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAACBA 原 去 02.03.05 のみち 黒原1489246 菊道土井 高橋　副武
42
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雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 277 丸福土井 81.1 照一土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 去 02.03.07 きたきく４ 黒原1587518 福芳土井 高橋　副武

2 275 芳山土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAABAA 原 去 02.03.09 かぜよし 黒原1732552 福芳土井 高橋　潤也

1 271 丸宮土井 81.1 照忠土井 朝来市和田山町野村

BAAAAA 原 去 02.03.13 みすずただ１８ 黒原1774615 菊西土井 宮田　貴身仁

2 265 丸若土井 81.2 芳悠土井 朝来市和田山町野村

AAABAA 原 去 02.03.19 かねまる１７ 黒原1743153 丸富土井 宮田　貴身仁

1 293 芳悠土井 80.1 丸明波 朝来市岩津

BACBAA 原 雌 02.02.20 にしまる 黒2642337 福広土井 西垣　篤志

2 265 宮菊城 80.0 丸宮土井 豊岡市九日市中町

BAAAAB 原 雌 02.03.19 わか 黒2598849 福芳土井 谷山　道洋

1 267 茂貴波 80.2 宮菊城 豊岡市宮井

      雌 02.03.17 あき８ 黒2642250 菊郷土井 綿田　謙

4 265 丸池土井 78.8 芳山土井 豊岡市目坂

CABBAA 原 雌 02.03.19 みわこ 黒2519009 照長土井 谷口　正徳

2 268 照和土井 82.0 芳悠土井 養父市八鹿町高柳

AACBBA 原 雌 02.03.16 みゆきひめよし 黒原1743148 丸福土井 但馬農高

3 278 照忠土井 81.1 丸宮土井 養父市森

BAAAAA 原 雌 02.03.06 えりみや 黒原1709840 福広土井 田村　正宏

12 285 丸春土井 80.3 谷福土井 養父市大屋町蔵垣

BCBCCB 原 雌 02.02.28 なおうめ 黒原1331108 菊安土井 上垣　耕作

3 233 丸若土井 80.0 照忠土井 佐用郡佐用町平谷

      去 02.04.20 てるおか 黒2561136 丸宮土井 安岡　林

4 243 丸宮土井 80.4 照忠土井 赤穂市木津

CBAAAA 去 02.04.10 れいこ２ 黒2519149 菊俊土井 溝田　泰司

4 235 照忠土井 80.2 丸富土井 たつの市御津町中島

BABAAA 原 去 02.04.18 なかゆき９ 黒2510304 福芳土井 吉田　和子
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15655-6533-1
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16106-0031-4
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雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 256 芳悠土井 81.6 光照土井 宍粟市山崎町葛根

BABAAA 原 去 02.03.28 さきこ 黒2347312 菊道土井 横野　里美

5 262 丸池土井 80.4 芳山土井 神戸市北区淡河町神田

CABBAA 原 去 02.03.22 よしなが 黒2482941 菊俊土井 奥下　均

2 283 丸池土井 81.2 照忠土井 三田市沢谷

BABAAA 原 去 02.03.01 みやこ 黒2598959 丸宮土井 妻鹿　亮輔

5 292 宮菊城 80.1 丸宮土井 加古川市上荘町井ノ口

BAAAAB 原 雌 02.02.21 なつみ 黒2472147 福俊土井 ㈱神戸井相田牧場

1 251 芳悠土井 80.6 丸春土井 小野市昭和町

BBCBCA 原 雌 02.04.02 みゆき 黒2634503 菊俊土井 藤本　佳大

6 250 丸若土井 80.0 照一土井 丹波市青垣町東芦田

CABAAA 原 去 02.04.03 ふくてる 黒原1610929 福俊土井 前田　貴雄

7 245 照和土井 83.6 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

AABBBA 原 去 02.04.08 さくら 黒原1592292 福芳土井 足立　尚之

7 274 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BCAABA 去 02.03.10 はるこ３ 黒2432158 照長土井 上田　真吾

13 284 丸池土井 81.6 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABBCCA 原 雌 02.02.29 さちとみ２ 黒原1299822 高 照菊波 上田　真吾

8 264 丸池土井 82.7 福芳土井 丹波市山南町北和田

CBCCBA 原 雌 02.03.20 まさこ 黒原1528483 菊俊土井 田中　憲蔵

3 254 丸池土井 80.0 照忠土井 丹波市春日町野上野

CACAAA 原 雌 02.03.30 ひでなが３ 黒2554528 福芳土井 杉本　政雄

8 259 丸明波 80.0 菊宮土井 丹波篠山市曽地奥

CACAAB 去 02.03.25 あいこ 黒2380533 第２安鶴土井 岡本　栄一

4 306 照忠土井 81.2 丸宮土井 美方郡香美町香住区九斗

CABAAA 去 02.02.07 つるてる 黒原1592098 改 鶴丸土井 合同会社　谷口畜産

4 270 芳山土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区神坂

      去 02.03.14 ゆきてる 黒原1679863 福芳土井 伊沢　栄一

69
16138-9168-9

70
14092-6947-0

66
14098-4331-1

67
14098-4366-3

68
13439-6750-0

63
14098-4322-9

64
14098-4287-1

65
14098-4295-6

60
16270-0439-6

61
15851-1201-0

62
14098-4392-2

57
13993-2882-9

58
16078-2126-5

59
14607-0108-7



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

13 288 照和土井 81.5 照広土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACAAA 原 去 02.02.25 まさひろ１ 黒2209100 改 第２鶴雪土井 対中　広芳

3 266 山伸土井 80.7 照忠土井 美方郡香美町村岡区味取

      原 去 02.03.18 ゆきこ６の１６ 黒2554408 福芳土井 西山　勝

7 261 芳悠土井 80.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区長瀬

ABBCCA 原 去 02.03.23 さざなみ２１２ 黒原1542174 高 福芳土井 谷渕　侑生

9 224 照忠土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町小代区秋岡

BABBAB 去 02.04.29 やえうめ 黒原1482210 高 谷福土井 今井　正人

5 221 照忠土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

BAABAA 原 去 02.05.02 きよひめひさ 黒原1653798 福芳土井 今井　正人

8 233 照忠土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町古市

CABAAB 去 02.04.20 としゆき 黒2329949 改 第２安鶴土井 石原　美恵子

15 246 芳悠土井 81.8 照長土井 美方郡新温泉町春来

BBCABA 原 去 02.04.07 さかえ５の６ 黒原1299710 高改 第２安鶴土井 中村　一秋

5 227 忠味土井 81.5 芳悠土井 美方郡新温泉町切畑

BABBAA 原 去 02.04.26 ちはる２の２ 黒原1653823 菊俊土井 倉田　拓磨

3 246 忠味土井 82.1 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

CACBAA 原 去 02.04.07 とみふく３ 黒原1709621 菊俊土井 県立但馬牧場公園

2 268 芳悠土井 80.6 丸福土井 美方郡新温泉町海上

BABBBA 原 去 02.03.16 ちはる８の３ 黒2594451 福芳土井 植田　秀作

1 243 照忠土井 81.6 富亀土井 美方郡新温泉町岸田

CACAAA 原 雌 02.04.10 かねとみ 黒原1772043 鶴山土井 田中　孝広

2 282 照忠土井 82.4 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

BABAAA 原 雌 02.03.02 ひな 黒原1740235 照波土井 山本　智明

14 261 照和土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AABAAA 原 雌 02.03.23 つるひめ 黒原1331250 高育 照長土井 竹下　与輔

10 268 芳悠土井 83.8 福芳土井 美方郡香美町小代区貫田

AAABBA 原 雌 02.03.16 ひろふく２ 黒原1482217 照長土井 小林　義富
84
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雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 258 忠味土井 81.3 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAA 原 雌 02.03.26 いちか 黒原1771994 照一土井 森脇　雄一

5 258 山長土井 81.2 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 02.03.26 つつじ 黒原1653812 改 照長土井 森脇　雄一

10 246 芳悠土井 82.2 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BCBBCA 原 雌 02.04.07 ななひめ５の６ 黒原1482258 高 照長土井 森脇　薫明

7 276 丸明波 80.0 照也土井 美方郡香美町村岡区萩山

CACAAA 原 雌 02.03.08 てるながひめ 黒原1524345 菊照土井 田中　稔

1 279 丸若土井 80.8 千代藤土井 宍粟市波賀町道谷

      雌 02.03.05 みこ 黒2634538 照忠土井 岸本　章弘

1 262 照和土井 80.1 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

AABBBA 原 去 02.03.22 ちづる 黒2634528 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

4 227 照忠土井 81.3 丸富土井 豊岡市中郷

BABAAA 原 去 02.04.26 ふくのはな３ 黒原1655330 福芳土井 新田　拡樹

7 225 丸春土井 80.2 宮弘波 豊岡市但東町河本

CBBBBA 去 02.04.28 まさみや 黒原1528522 改 照長土井 森井　正彦

2 217 芳悠土井 77.6 丸福土井 豊岡市日高町知見

CBCBBA 原 去 02.05.06 てるふくふく 黒2598844 福芳土井 山崎　豊志

11 243 丸池土井 80.2 菊宮土井 養父市大屋町若杉

CAABAA 原 去 02.04.10 このはる 黒原1449848 福芳土井 高橋　副武

2 249 丸若土井 81.4 宮喜 養父市大屋町若杉

      去 02.04.04 あいまる２９ 黒原1743123 菊西土井 高橋　副武

8 251 丸春土井 83.5 菊俊土井 養父市大屋町若杉

CCBCCA 去 02.04.02 むつひめ 黒原1369047 照長土井 高橋　大樹

2 254 丸池土井 81.3 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BABAAA 原 去 02.03.30 まつひさ 黒2598879 照明土井 高橋　副武

5 244 照和土井 79.8 丸宮土井 朝来市和田山町土田

AABAAA 原 去 02.04.09 あゆみ１０５１７ 黒2482912 福芳土井 川見　和秀
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雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 255 丸池土井 80.8 照忠土井 朝来市岩津

CACBAA 原 去 02.03.29 ゆきただ 黒2488353 宮弘波 西垣　篤志

12 248 丸若土井 81.7 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

BAABAA 原 雌 02.04.05 もりまつ 黒原1368997 高育 照長土井 小牧　伸典

3 250 照忠土井 81.8 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

BAAAAA 原 雌 02.04.03 ふくか２ 黒原1709816 福芳土井 小牧　伸典

2 252 丸若土井 80.2 芳山土井 養父市大屋町大屋市場

BAABAA 原 雌 02.04.01 ろくふく５ 黒2584537 菊俊土井 岩花　進

2 252 丸春土井 81.1 照忠土井 養父市大屋町宮垣

      雌 02.04.01 さかえ２の１ 黒原1743135 芳悠土井 岩花　希

2 252 丸若土井 81.4 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 雌 02.04.01 てるふく１の２ 黒原1743137 丸宮土井 岩花　希

2 280 照立土井 80.0 丸宮土井 朝来市和田山町中

BABAAA 原 雌 02.03.04 のぞむ３の１ 黒2598905 福広土井 宮田　靖仁

8 285 芳悠土井 80.5 照一土井 朝来市和田山町中

BACAAA 原 雌 02.02.28 あつてるみ 黒原1508022 改 谷福土井 宮田　靖仁

9 230 丸春土井 80.1 福芳土井 赤穂市木津

BCACCA 原 雌 02.04.23 ももこ 黒2362279 照長土井 溝田　泰司

11 276 芳山土井 80.3 光照土井 佐用郡佐用町仁方

BBACBA 原 去 02.03.08 ひめもと 黒2269290 安幸土井 孝橋　求

6 268 芳悠土井 80.2 菊宮土井 姫路市白鳥台

BBBABB 原 雌 02.03.16 きくふね 黒2396544 光照土井 石原　けい子

12 261 芳山土井 79.3 照長土井 西脇市住吉町

CABCAA 去 02.03.23 さかもと１６０７ 黒2323890 照長土井 岡本　利弘

3 253 照和土井 80.7 芳悠土井 三田市ゆりのき台

      去 02.03.31 よしひろ 黒2556943 茂広波 岡本　光史

4 280 丸池土井 78.8 芳悠土井 三田市沢谷

CACBAA 原 去 02.03.04 よしみ 黒2524096 菊俊土井 妻鹿　亮輔
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雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 261 照忠土井 80.3 丸池土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 去 02.03.23 もこもこ 黒2629956 福芳土井 妻鹿　亮輔

14 258 芳悠土井 80.2 菊俊土井 小野市長尾町

CCCBBA 原 雌 02.03.26 みやみつ 黒2171645 高 幸豊土井 岡田　勇治

1 271 丸池土井 82.5 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

BABAAA 原 去 02.03.13 ぼたん 黒原1772056 丸宮土井 上田　真吾

6 267 丸池土井 81.4 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

BABAAA 原 去 02.03.17 まさみや 黒原1610925 改 谷美土井 上田　真吾

1 251 丸池土井 81.0 芳山土井 丹波市春日町野上野

      去 02.04.02 つむぎ 黒原1772075 照忠土井 杉本　政雄

7 241 丸池土井 81.2 福芳土井 丹波市春日町上三井庄

CABBAA 原 雌 02.04.12 ふくてる 黒原1524556 第２照久土井 山内　治郎

9 265 照和土井 83.2 福芳土井 丹波市柏原町柏原

      雌 02.03.19 すずとみ 黒原1449589 第２安鶴土井 下山　一彦

2 271 丸若土井 80.0 芳山土井 丹波篠山市曽地口

BAABAA 原 雌 02.03.13 ふくやま 黒2592275 照忠土井 清水　健司

8 249 丸若土井 79.4 福芳土井 丹波篠山市今田町市原

AAACAA 原 去 02.04.04 てるみや１１ 黒2410388 菊俊土井 古家後　康夫

13 244 茂錦波 80.7 照菊波 美方郡新温泉町海上

      去 02.04.09 なみにしき 黒原1368850 改 照長土井 植田　秀作

6 238 照忠土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAAAAB 去 02.04.15 のりふく２ 黒原1592121 鶴山土井 植田　秀作

7 300 丸明波 80.0 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA 原 去 02.02.13 ぼたん１ 黒原1573926 改 福広土井 中井　のり子

2 269 茂貴波 81.4 照忠土井 美方郡新温泉町春来

      去 02.03.15 ふくただ 黒原1740226 丸福土井 田中　宏道

3 261 照忠土井 81.1 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

BABAAA 原 去 02.03.23 はつひかり 黒原1709658 照一土井 大田　好雄
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雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 271 芳山土井 79.3 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

BAACBB 去 02.03.13 きくたに 黒2363046 改 照長土井 鎌田　活美

2 268 照忠土井 80.1 芳山土井 美方郡香美町小代区神水

BAAAAA 原 去 02.03.16 たてふく５ 黒2594431 菊俊土井 藤原　吉子

7 277 照忠土井 81.8 福芳土井 美方郡香美町小代区佐坊

BAAAAA 原 去 02.03.07 ふくみ１３ 黒原1524445 第２安鶴土井 本上　純也

8 264 芳山土井 79.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBACBB 去 02.03.20 みつふく６の１ 黒2413816 第２鶴雪土井 小林　操

1 246 照忠土井 80.5 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

BAAAAA 原 去 02.04.07 ゆきなが３１７ 黒2594404 菊俊土井 井上　哲也

11 243 芳悠土井 81.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区熊波

AABBBA 原 去 02.04.10 きくとしひめ 黒原1423392 照波土井 井上　哲也

13 238 照和土井 82.2 照長土井 美方郡香美町村岡区神坂

CBCABB 去 02.04.15 てるみ 黒原1331139 高改 安幸土井 小林　寿明

2 267 照忠土井 79.7 菊西土井 美方郡香美町香住区九斗

CABAAA 去 02.03.17 みやゆき４ 黒2554418 丸宮土井 合同会社　谷口畜産

9 235 芳悠土井 81.3 丸富土井 美方郡香美町村岡区宿

AACCBA 原 雌 02.04.18 まるとみ 黒原1464003 改 菊俊土井 上田　伸也

9 298 山長土井 81.2 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

      雌 02.02.15 ５０おおふく７ 黒原1501773 照長土井 長瀬　五一

3 239 芳悠土井 80.5 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

BABAAA 原 雌 02.04.14 よしつね 黒2554423 丸富土井 今井　正人

3 232 芳山土井 81.6 照忠土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA 原 雌 02.04.21 まさよし４ 黒原1709655 福芳土井 中村　文吾

2 244 照忠土井 81.3 芳悠土井 美方郡新温泉町切畑

      雌 02.04.09 てるよし２の２ 黒2594442 丸富土井 倉田　拓磨

7 281 照忠土井 81.6 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

CABAAA 原 雌 02.03.03 ふくぎく 黒原1524459 谷福土井 山本　幸子
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雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 250 芳悠土井 82.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BBBBBA 原 雌 02.04.03 まるこ 黒原1524463 高育 福芳土井 中井　丈文

1 232 照和土井 80.2 茂和美波 美方郡新温泉町海上

      雌 02.04.21 ふくこ 黒2638174 芳悠土井 尾崎　栄太郎

1 279 芳悠土井 80.2 丸宮土井 宍粟市波賀町道谷

BAAAAA 原 雌 02.03.05 まゆみ１ 黒2634540 照忠土井 岸本　章弘

15 279 芳山土井 81.3 光照土井 豊岡市但東町唐川

BABCAB 去 02.03.05 たにみつ 黒原1209560 菊道土井 中儀　吉郎

8 266 丸池土井 81.1 福広土井 豊岡市野上

CACBAA 去 02.03.18 きくやす２３ 黒原1561849 菊俊土井 西垣　富夫

6 240 照和土井 81.8 丸宮土井 養父市養父市場

AABBAA 原 去 02.04.13 くらら３ 黒原1594191 光照土井 吉村　英美

2 231 宮菊城 80.4 丸宮土井 養父市大屋町宮本

      去 02.04.22 つつじ１ 黒2598896 芳悠土井 寺尾　智也

2 221 丸若土井 80.0 千代藤土井 養父市大屋町大屋市場

AAAAAA 原 去 02.05.02 ふくぼたん１ 黒2598886 芳山土井 岩花　進

3 226 照和土井 80.2 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

AABBAA 原 去 02.04.27 つねふじ４ 黒2554646 菊俊土井 岩花　希

2 233 宮菊城 80.5 丸若土井 養父市大屋町宮垣

      去 02.04.20 さよこ 黒2598887 芳山土井 岩花　希

7 257 芳悠土井 78.8 丸福土井 養父市建屋

CBCBBA 去 02.03.27 あつまる 黒2380539 照長土井 大封　健太

3 267 芳悠土井 81.4 丸福土井 朝来市岩津

BBCBBA 原 去 02.03.17 みなみ２ 黒2554459 福芳土井 西垣　篤志

7 287 村岡土井 80.8 菊西土井 朝来市和田山町安井

      雌 02.02.26 きくゆき 黒原1573990 第２鶴雪土井 県北部農業技術センタ

2 258 照和土井 84.3 芳悠土井 養父市八鹿町高柳

AABCBA 原 雌 02.03.26 はなふく 黒原1709844 丸博土井 但馬農高

153
16138-5038-9

154
14092-8369-8

150
14092-8330-8

151
14092-7835-9

152
16106-0035-2

147
14092-8174-8

148
14092-8334-6

149
14092-8331-5

144
14092-8423-7

145
15655-6276-7

146
16138-9485-7

141
15656-2125-9

142
15656-2152-5

143
16204-1014-9



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 261 千代藤土井 82.7 芳悠土井 養父市大屋町蔵垣

AACAAA 原 雌 02.03.23 すけよし 黒原1774601 丸宮土井 上垣　勇吾

1 256 照忠土井 81.5 丸宮土井 養父市森

BAAAAA 原 雌 02.03.28 ふくみ 黒原1774585 菊俊土井 田村　正宏

1 264 芳山土井 81.0 丸池土井 豊岡市九日市中町

BAACAA 原 雌 02.03.20 とらか 黒原1774574 照一土井 谷山　道洋

1 262 芳悠土井 80.0 宮菊城 豊岡市目坂

AAABAA 原 雌 02.03.22 ゆりか４ 黒2642248 菊俊土井 谷口　正徳

3 255 喜綿 81.7 丸宮土井 豊岡市宮井

AACBAA 原 雌 02.03.29 はるか３ 黒原1709807 宮奥城 綿田　謙

5 227 丸若土井 82.8 芳悠土井 佐用郡佐用町佐用

BAABAA 原 去 02.04.26 はな 黒2485556 菊宮土井 兵庫県立佐用高等学校

3 260 丸春土井 80.0 芳山土井 姫路市白鳥台

BBBCBA 原 雌 02.03.24 にしやま 黒2531357 福広土井 石原　寛大

13 303 芳山土井 80.0 照菊波 たつの市御津町中島

AAACAC 雌 02.02.10 のりこ２ 黒2219681 菊茂土井 吉田　和子

9 248 照忠土井 80.7 福芳土井 川辺郡猪名川町紫合

CBAAAB 去 02.04.05 みなみ 黒2374428 菊安土井 森田　和子

4 258 丸春土井 79.4 芳悠土井 三田市沢谷

CBCBBA 原 去 02.03.26 ふゆよし 黒2517151 照美土井 妻鹿　亮輔

4 257 丸池土井 80.0 芳悠土井 三田市沢谷

CABBAA 原 去 02.03.27 にしふく７ 黒2497040 菊俊土井 妻鹿　亮輔

3 288 宮菊城 81.3 丸典土井 加古川市上荘町井ノ口

BBAAAA 原 雌 02.02.25 てるみ２ 黒2534291 芳悠土井 ㈱神戸井相田牧場

5 272 芳悠土井 80.1 照長土井 小野市昭和町

ABBBBA 原 雌 02.03.12 てるひめ 黒2461433 福芳土井 藤本　幹泰

2 238 丸池土井 80.7 芳山土井 小野市広渡町

CABBAA 原 去 02.04.15 そのきく１の１ 黒2570841 照一土井 前田　勇雄
168

15878-1159-1

165
13919-0133-4

166
16270-0440-2

167
16008-1100-3

162
15862-6193-9

163
14165-5172-8

164
13919-0132-7

159
15098-5658-7

160
14185-2865-0

161
16122-8423-9

156
14092-7855-7

157
14092-7921-9

158
14092-7811-3

155
15655-6535-5



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 280 照和土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町柏原

AACBBA 原 去 02.03.04 ふくはな 黒2433965 照長土井 下山　一彦

9 308 丸池土井 81.0 菊俊土井 丹波市青垣町惣持

CABBAA 原 去 02.02.05 ごいちよ３ 黒2396585 福芳土井 田村　充洋

9 261 丸池土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町下小倉

CACBAA 去 02.03.23 しげ 黒原1380280 越照波 上田　真吾

1 266 丸宮土井 81.2 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

CBBAAA 原 雌 02.03.18 よしはな 黒原1772055 菊俊土井 上田　真吾

7 277 丸若土井 80.7 福芳土井 丹波市市島町中竹田

AAABAA 原 雌 02.03.07 ふくえ 黒原1559169 照長土井 ひょうたん農場㈱

8 240 丸春土井 80.4 福芳土井 丹波篠山市黒田

BBBCCB 去 02.04.13 きさら 黒2360077 菊道土井 北山　清志

1 238 照忠土井 80.7 芳悠土井 美方郡香美町香住区三谷

      去 02.04.15 とみひさ 黒2638145 丸富土井 清水　容和

8 263 照和土井 80.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区和池

BBBCBA 原 去 02.03.21 あき５ 黒原1559041 鶴光土井 西崎　武志

4 266 山長土井 80.2 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 去 02.03.18 もとみ４ 黒2514920 福広土井 森脇　雄一

2 265 忠味土井 80.6 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 02.03.19 なおこ５ 黒2531322 菊俊土井 森脇　雄一

3 255 山伸土井 82.2 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 去 02.03.29 たかいち６ 黒原1692350 照一土井 森脇　雄一

1 246 照和土井 81.4 芳悠土井 美方郡香美町村岡区長瀬

AACBBA 原 去 02.04.07 さちはな 黒原1772007 福広土井 谷渕　侑生

10 240 芳悠土井 82.8 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

ABACBA 原 去 02.04.13 まさひめ 黒原1482216 高育 菊俊土井 今井　正己

12 290 照和土井 80.4 福芳土井 美方郡香美町小代区神水

BBCABC 去 02.02.23 みつふく２の８ 黒原1331230 田森土井 毛戸　誠

180
14092-6849-7

181
14092-6982-1

182
14092-7019-3

177
14092-6924-1

178
14092-6925-8

179
14092-6926-5

174
16257-6778-1

175
14092-7332-3

176
15656-2253-9

171
14098-4343-4

172
13677-4146-9

173
14098-4279-6

169
14098-4335-9

170
14098-4297-0



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 261 照忠土井 80.5 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

      去 02.03.23 てるひさ 黒2514959 照一土井 田中　祥子

9 265 芳山土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

BBACBB 去 02.03.19 おおみぞの５ 黒原1524505 谷福土井 福井　強

6 268 照忠土井 80.8 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

CABAAA 去 02.03.16 りつこ２ 黒原1624564 照長土井 山本　郁夫

1 283 悠哲土井 81.7 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

      去 02.03.01 きくつる２ 黒2612160 芳山土井 村尾　賢一

10 254 芳山土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町海上

BAACAA 原 雌 02.03.30 きよふく 黒原1482284 改 菊俊土井 安田　義幸

2 246 山長土井 81.8 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

      原 雌 02.04.07 ふくえの８ 黒原1740244 改 芳山土井 村尾　千代美

1 272 照和土井 80.8 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

AABCBA 原 雌 02.03.12 つつじ 黒2638157 菊毬土井 西村　岳人

1 241 照和土井 79.4 丸明波 美方郡新温泉町多子

BACBAA 原 雌 02.04.12 まるひめ 黒2638150 福芳土井 竹下　与輔

2 233 照和土井 80.3 芳山土井 美方郡新温泉町多子

AABBAA 原 雌 02.04.20 たけひめ 黒2594445 照俊土井 竹下　与輔

10 256 芳悠土井 81.4 菊俊土井 美方郡香美町小代区野間谷

ABACBA 原 雌 02.03.28 つねふじ３ 黒原1482204 高育 鶴丸土井 朝倉　久子

6 262 照忠土井 81.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 02.03.22 ふじひめ６の６ 黒原1624625 照長土井 対中　広芳

3 279 丸池土井 83.2 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

CACAAA 原 雌 02.03.05 まりな６ 黒原1709600 照長土井 淀　貴至

4 259 山勝土井 80.3 丸宮土井 宍粟市波賀町道谷

CACAAA 原 去 02.03.25 かよ 黒2510293 福広土井 岸本　章弘

2 225 丸春土井 81.0 宮菊城 朝来市和田山町中

BAABAA 原 去 02.04.28 まさきく 黒2598908 改 丸宮土井 宮田　靖仁

195
16204-1018-7

196
14092-7991-2

192
14092-6910-4

193
14092-6899-2

194
15098-6220-5

189
16138-9254-9

190
14092-6885-5

191
14092-6886-2

186
15656-2333-8

187
16138-9247-1

188
14092-6802-2

183
14092-6821-3

184
14092-7018-6

185
14092-6895-4



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 237 芳悠土井 80.8 丸池土井 朝来市和田山町野村

BABBAA 原 去 02.04.16 いけよしの１８ 黒2642345 照一土井 宮田　貴身仁

1 236 丸若土井 80.1 宮菊城 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA 原 去 02.04.17 てるまさしろ 黒2642284 丸宮土井 岩花　進

6 244 丸若土井 80.8 芳山土井 養父市大屋町宮垣

AAABAA 原 去 02.04.09 るみよし２ 黒原1576340 菊俊土井 岩花　希

2 257 千代藤土井 81.6 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

      去 02.03.27 はなたじま 黒2598884 丸宮土井 岩花　希

3 275 丸若土井 81.4 芳悠土井 養父市大屋町宮本

BAAAAA 原 去 02.03.09 みゆき６ 黒原1682765 照長土井 寺尾　稔

10 264 芳悠土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BBCBBA 原 去 02.03.20 みなぎく 黒原1467540 照長土井 上垣　勇吾

8 268 丸若土井 80.8 菊俊土井 養父市建屋

BAABAA 原 去 02.03.16 きくや 黒原1561881 照長土井 野中　稔

5 265 照忠土井 81.1 福芳土井 豊岡市引野

AAAAAB 去 02.03.19 ますてるこ６ 黒原1647534 照俊土井 竹村　清志

11 292 丸池土井 83.3 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

BABCAA 原 去 02.02.21 きくみ 黒原1449823 高育 福芳土井 小牧　伸典

5 250 照忠土井 80.3 丸宮土井 豊岡市中郷

BAAAAA 原 雌 02.04.03 みかん 黒2482866 福芳土井 新田　拡樹

7 248 照忠土井 80.3 丸福土井 豊岡市日高町知見

CACAAB 雌 02.04.05 はなこ 黒原1542188 改 第２照久土井 山崎　豊志

2 241 丸池土井 81.2 芳悠土井 豊岡市但東町河本

CACBAA 原 雌 02.04.12 まさひさ 黒原1743108 宮弘波 森井　正彦

4 268 芳悠土井 78.0 丸福土井 養父市大屋町若杉

CBCBBA 原 雌 02.03.16 みずの２ 黒2519069 照長土井 高橋　副武

5 272 丸若土井 80.8 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 02.03.12 はなきく２ 黒2482898 菊俊土井 高橋　副武
210

14092-8039-0

207
15098-4737-0

208
14092-8127-4

209
14092-8045-1

204
15655-6587-4

205
15655-6252-1

206
14092-7941-7

201
14092-8168-7

202
15655-6537-9

203
14092-8425-1

198
14092-8328-5

199
14092-8325-4

200
14092-8316-2

197
16138-9427-7



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 274 芳悠土井 80.6 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BBBBBA 原 雌 02.03.10 まきあめ 黒原1627793 福広土井 高橋　大樹

11 267 照忠土井 81.0 福芳土井 朝来市神子畑

AAABAA 原 雌 02.03.17 きくみ０７ 黒原1423419 高育改 菊俊土井 仙賀　隆文

1 238 丸池土井 80.5 菊西土井 宍粟市山崎町葛根

CACBAA 原 去 02.04.15 きくさち 黒2645412 幸豊土井 吉岡　慎治

1 268 宮菊城 82.0 丸宮土井 宍粟市山崎町葛根

      去 02.03.16 まちまる 黒2634489 茂広波 杉田　真人

4 257 丸池土井 82.1 芳悠土井 姫路市夢前町新庄

BABBAA 原 去 02.03.27 おふくの２ 黒2510305 照一土井 西影　昌久

19 245 芳悠土井 81.0 福広土井 ET産子 三田市西野上

ABBCCA 原 去 02.04.08 ちかこ 黒原1439279 照長土井 (有)日向牧場

3 255 芳悠土井 79.7 丸宮土井 三田市沢谷

BBBBBA 原 去 02.03.29 いろは 黒2524099 菊俊土井 妻鹿　亮輔

1 252 丸池土井 80.2 照忠土井 三田市沢谷

CABAAA 原 去 02.04.01 きらら 黒2629952 福芳土井 妻鹿　亮輔

4 275 照和土井 80.5 千代藤土井 ET産子 加古川市上荘町井ノ口

AACAAA 原 雌 02.03.09 ひかり６ 黒2547186 福芳土井 ㈱神戸井相田牧場

4 254 丸宮土井 80.1 芳悠土井 小野市長尾町

CBBAAA 原 去 02.03.30 おかほたる４ 黒2493619 福俊土井 岡田　輝泰

3 254 芳悠土井 81.2 丸宮土井 小野市昭和町

ABBBBA 原 去 02.03.30 ゆみきたまる２ 黒2549560 北宮波 藤本　佳大

6 273 照和土井 81.6 福芳土井 丹波市柏原町柏原

AAABAB 去 02.03.11 あきこ 黒原1624692 照菊波 下山　一彦

1 292 照和土井 79.4 芳山土井 丹波市市島町乙河内

      去 02.02.21 やまよしつる 黒2638210 丸宮土井 荻野　浩

11 260 丸池土井 80.2 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BABCBA 原 去 02.03.24 しげよし 黒原1340981 照長土井 上田　真吾

222
13677-4156-8

223
15894-7308-7

224
14098-4342-7

219
16126-6237-2

220
15851-1180-8

221
15851-1200-3

216
15868-0030-5

217
13919-0134-1

218
13919-0138-9

213
13993-2893-5

214
14185-2793-6

215
15895-6917-9

211
14092-8037-6

212
16138-9402-4



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 251 芳悠土井 82.0 福俊土井 丹波市柏原町下小倉

AABBAA 原 雌 02.04.02 ふくやす 黒2229241 鶴丸土井 上田　真吾

5 276 芳悠土井 80.8 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

BBBABA 原 雌 02.03.08 てるよし２ 黒原1624676 福芳土井 ひょうたん農場㈱

8 258 丸池土井 80.0 菊俊土井 丹波篠山市曽地口

CBCCBA 去 02.03.26 あんみつひめ５ 黒2396557 高 照菊波 清水　健司

6 263 芳悠土井 81.0 丸富土井 美方郡新温泉町海上

BBCBBA 原 去 02.03.21 よしえ７ 黒原1624585 照長土井 植田　秀作

9 237 芳悠土井 82.4 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CABBAA 去 02.04.16 ふくみ６の５ 黒原1501796 改 照長土井 寺谷　進

1 250 照和土井 80.5 芳悠土井 美方郡新温泉町中辻

AABAAA 原 去 02.04.03 みゆき５１２ 黒2638152 照忠土井 高美　将太

8 249 照和土井 80.6 照也土井 美方郡新温泉町春来

AACAAB 去 02.04.04 ひとみい 黒原1559102 改 菊俊土井 小谷　和信

2 238 芳悠土井 81.4 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

AABBBA 原 去 02.04.15 まつよし５ 黒原1740224 丸富土井 中村　文吾

7 246 芳悠土井 81.6 芳山土井 美方郡香美町小代区神水

BBBBBA 原 去 02.04.07 まつふく 黒原1592096 高 照長土井 藤原　吉子

5 231 山伸土井 80.3 丸富土井 美方郡香美町小代区秋岡

      原 去 02.04.22 まつよし 黒2461426 照長土井 吉岡　芳彦

13 254 芳悠土井 82.4 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBBBBA 原 去 02.03.30 たかとよ４ 黒原1368951 改 第２安鶴土井 森脇　雄一

13 250 山長土井 81.0 幸福土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 02.04.03 かねみつ 黒原1368956 高 照長土井 森脇　雄一

7 243 芳悠土井 81.4 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAA 原 去 02.04.10 ふくみ７の７ 黒2433938 第２照久土井 森脇　薫明

5 237 芳悠土井 81.1 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABBBA 原 去 02.04.16 かりんの２ 黒原1653815 高 福広土井 小林　操

237
15656-1877-8

238
14092-7285-2

234
14092-7323-1

235
14092-6923-4

236
14092-6927-2

231
16138-9235-8

232
16138-9295-2

233
14092-7076-6

228
14092-6984-5

229
14092-7279-1

230
14092-7013-1

225
14098-4339-7

226
14098-4278-9

227
13439-6763-0



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

12 271 照忠土井 81.5 照波土井 美方郡香美町村岡区萩山

CABAAA 原 去 02.03.13 たけひめ 黒原1331146 改 菊安土井 西村　忠一

4 253 照忠土井 80.1 奥虎 美方郡香美町香住区九斗

BACAAB 去 02.03.31 とらまる 黒2554411 改 丸宮土井 合同会社　谷口畜産

3 258 照忠土井 82.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

CABAAA 原 雌 02.03.26 あきほ４の１ 黒原1709592 鶴光土井 井上　哲也

13 247 富亀土井 80.0 照長土井 美方郡香美町村岡区熊波

CACAAB 雌 02.04.06 きくにしき 黒原1368868 改 菊安土井 井上　哲也

9 250 山長土井 80.8 照長土井 美方郡香美町村岡区境

      原 雌 02.04.03 たかね 黒原1444275 改 谷村土井 田中　一馬

4 235 芳悠土井 81.3 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AABBAA 原 雌 02.04.18 こうふくてる 黒原1679882 高 菊俊土井 今井　正人

1 240 忠味土井 81.4 芳悠土井 美方郡新温泉町切畑

CABAAA 原 雌 02.04.13 みどり５ 黒2638146 照一土井 倉田　拓磨

2 258 照忠土井 81.1 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 雌 02.03.26 ひさたに２ 黒原1740241 菊俊土井 村尾　高司

9 273 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BBBBBA 原 雌 02.03.11 ひさふくとし 黒原1524467 高 谷福土井 中井　のり子

1 270 照忠土井 82.7 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

CABAAA 原 雌 02.03.14 ふくよ２の１ 黒原1772032 丸福土井 中井　勝

3 247 照忠土井 80.4 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

BAAAAA 原 去 02.04.06 ふくみや 黒2549562 照一土井 大封アグリ　一宮牧場

3 278 丸若土井 80.3 芳山土井 豊岡市但東町唐川

AAABAA 原 去 02.03.06 みやもり１の１ 黒2531379 菊俊土井 中儀　吉郎

11 252 芳悠土井 81.2 光照土井 豊岡市九日市中町

ABCBCB 去 02.04.01 いずみの２ 黒原1409420 谷美土井 谷山　道洋

7 252 照忠土井 81.2 丸福土井 豊岡市野上

CABAAA 去 02.04.01 まるか 黒原1561850 高育 福芳土井 西垣　富夫
252

15655-6280-4

249
16204-1048-4

250
14092-8424-4

251
14092-7922-6

246
14092-7083-4

247
15656-2208-9

248
15656-2200-3

243
14092-7316-3

244
14092-6872-5

245
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240
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241
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14092-6959-3
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15656-2238-6



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 273 照和土井 81.0 富亀土井 朝来市岩津

BACBBA 原 去 02.03.11 にしとみ 黒2642338 照長土井 西垣　篤志

1 263 丸若土井 82.1 山伸土井 朝来市和田山町土田

      去 02.03.21 ゆきのぶ 黒原1774619 丸宮土井 川見　和秀

3 249 芳悠土井 79.5 千代藤土井 養父市大屋町蔵垣

AABAAA 原 去 02.04.04 おみな４の２ 黒2554632 丸宮土井 上垣　勇吾

4 240 丸池土井 80.8 千代藤土井 養父市大屋町宮本

BACAAA 原 去 02.04.13 みゆき２の３ 黒2519075 福芳土井 寺尾　智也

4 271 丸池土井 80.3 照忠土井 養父市森

BABAAA 原 去 02.03.13 えりただ 黒2519082 福広土井 田村　正宏

5 259 丸若土井 81.2 芳悠土井 異性複数産子 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 02.03.25 いなり 黒原1709822 照長土井 高橋　潤也

2 260 照和土井 81.2 丸宮土井 養父市大屋町若杉

      雌 02.03.24 すずてつ 黒原1743119 芳悠土井 高橋　副武

8 262 丸若土井 80.1 芳山土井 養父市大屋町若杉

AAACAA 原 雌 02.03.22 みらい 黒原1561899 改 菊俊土井 高橋　副武

5 264 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BBBAAA 原 雌 02.03.20 ゆめとし３ 黒原1655361 菊俊土井 高橋　副武

2 259 照忠土井 80.0 菊郷土井 豊岡市中郷

CABAAA 原 雌 02.03.25 さとこ 黒2519016 丸宮土井 新田　拡樹

1 266 芳山土井 81.1 千代藤土井 豊岡市但東町河本

AAACAA 原 雌 02.03.18 ふじぎく 黒原1774579 照一土井 森井　正伸

5 291 照和土井 80.1 丸富土井 朝来市和田山町中

AACBAA 原 雌 02.02.22 めぐみ３の２ 黒原1627809 福芳土井 宮田　靖仁

1 297 丸若土井 81.0 芳悠土井 朝来市和田山町中

BAABAA 原 雌 02.02.16 ぼたん３の２ 黒原1774617 照一土井 宮田　靖仁

2 239 芳悠土井 79.1 丸明波 佐用郡佐用町福中

CACBAA 原 去 02.04.14 ゆき 黒2602866 照長土井 吉田　朝雄

264
14092-7978-3

265
14092-7974-5

266
13993-2876-8

261
14092-8048-2

262
14092-7940-0

263
14092-8125-0

258
14092-8046-8

259
14092-8049-9

260
14092-8054-3
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14340-0008-6
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14092-7890-8



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 241 芳山土井 80.5 照也土井 宍粟市山崎町葛根

BABCBA 原 雌 02.04.12 いさお 黒2329932 菊俊土井 吉岡　慎治

8 252 照忠土井 80.3 丸福土井 宍粟市山崎町与位

CABAAA 原 雌 02.04.01 たにつる２ 黒2376703 鶴山土井 中坪　みどり

16 288 照忠土井 81.3 菊晴土井 ET産子 神戸市西区岩岡町古郷

CAAAAB 雌 02.02.25 はなまる 黒原1457353 北丸土井 碓永　嘉彦

9 257 千代藤土井 80.2 照一土井 神戸市北区淡河町神田

BACAAA 原 雌 02.03.27 ひでよし１ 黒2393954 福芳土井 奥下　均

1 273 芳山土井 80.2 照忠土井 三田市沢谷

AAABAA 原 雌 02.03.11 ゆきな２ 黒2629965 芳悠土井 妻鹿　亮輔

1 268 照忠土井 80.5 芳悠土井 小野市昭和町

      去 02.03.16 まよ 黒2634506 丸宮土井 藤本　佳大

3 275 千代藤土井 79.5 丸宮土井 小野市河合西町

BACAAA 原 去 02.03.09 まるこ 黒2561130 芳悠土井 堀井　光仁

4 254 照和土井 79.7 丸宮土井 丹波市氷上町油利

ABBBBA 原 去 02.03.30 こうふく２の３ 黒2514976 菊俊土井 山本　竜矢

2 259 照和土井 81.5 丸宮土井 丹波市春日町鹿場

AACBBA 原 去 02.03.25 みきまる 黒原1740419 菊俊土井 田川　良一

1 227 丸池土井 81.7 芳悠土井 丹波市柏原町柏原

CACBAA 原 去 02.04.26 てるよし 黒原1772053 照一土井 下山　一彦

10 270 丸春土井 81.3 菊俊土井 丹波市市島町乙河内

BBCBBA 原 雌 02.03.14 よしつる１ 黒原1331392 照長土井 荻野　浩

2 249 丸池土井 81.0 芳悠土井 丹波市春日町鹿場

BABAAA 原 雌 02.04.04 ふくみ 黒原1740420 丸宮土井 井上　芳則

2 266 芳山土井 81.3 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

AAACAA 原 雌 02.03.18 はなゆり 黒原1740403 福芳土井 ひょうたん農場㈱

4 240 丸池土井 80.2 千代藤土井 丹波篠山市今田町市原

BACBAA 原 雌 02.04.13 ひさひめ 黒2519136 菊俊土井 古家後　康夫

279
14098-4282-6

280
13439-6733-3

276
14098-4399-1

277
15894-7310-0

278
14098-4308-3

273
15851-1191-4

274
14098-4330-4

275
14098-4306-9

270
16078-2127-2

271
13919-0128-0

272
16008-1102-7

267
13993-2892-8

268
13993-2910-9

269
16059-0275-1



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 242 芳悠土井 80.5 丸富土井 丹波篠山市味間奥

      雌 02.04.11 やすとみ 黒2549577 芳山土井 兵庫田中畜産㈱

6 233 芳山土井 81.0 照也土井 美方郡香美町村岡区中大谷

BAACAB 去 02.04.20 ふくひめ 黒原1624604 福芳土井 藤岡　義久

4 247 照忠土井 80.3 茂広波 美方郡香美町村岡区萩山

BACBAB 去 02.04.06 ながなみひめ 黒2514912 照也土井 田中　稔

3 266 照忠土井 81.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABAAA 原 去 02.03.18 きくてる５ 黒原1709585 改 第２照久土井 対中　広芳

4 229 忠味土井 80.4 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACAA 原 去 02.04.24 つるよし 黒2514923 照長土井 森脇　雄一

12 226 茂錦波 82.0 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 02.04.27 ふくこ１１ 黒原1368957 高改 菊照土井 森脇　雄一

3 225 忠味土井 82.2 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 去 02.04.28 まるみ３ 黒原1709581 菊俊土井 森脇　雄一

2 226 山伸土井 81.2 芳悠土井 美方郡香美町村岡区長瀬

      原 去 02.04.27 ぶちのくいん 黒原1679874 照長土井 谷渕　侑生

2 252 照和土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

AABBAA 原 去 02.04.01 みやこ 黒原1721816 福芳土井 小林　一樹

3 261 照忠土井 80.7 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

CABAAA 原 去 02.03.23 しめこの２ 黒2554461 菊俊土井 田中　充

4 242 丸明波 81.5 茂初波 美方郡新温泉町丹土

BACBAB 去 02.04.11 きくしげ 黒原1653825 改 福芳土井 県立但馬牧場公園

10 250 芳悠土井 81.3 福広土井 美方郡新温泉町中辻

BABCBA 原 去 02.04.03 ふくよしひろ 黒原1404933 照長土井 西　幸正

10 261 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAB 去 02.03.23 あやや 黒原1464021 高 第２安鶴土井 中井　丈文

1 273 照忠土井 81.3 芳山土井 乳頭異常 美方郡新温泉町海上

      雌 02.03.11 まりな６ 黒原1772039 菊俊土井 その他 植田　秀作
294

14092-6858-9

291
14092-6906-7

292
14092-7180-0

293
14092-7275-3

288
14092-6851-0

289
14092-6829-9

290
14092-6822-0

285
14092-6931-9

286
14092-7227-2

287
14092-7223-4

282
14092-7100-8

283
14092-6718-6

284
16138-9281-5

281
13439-6739-5



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 251 芳悠土井 82.2 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

BABBAA 原 雌 02.04.02 にしきやま 黒原1709627 照長土井 山本　智明

1 238 山長土井 81.7 照忠土井 美方郡新温泉町切畑

      原 雌 02.04.15 みのり３の６ 黒2638147 菊俊土井 倉田　拓磨

15 235 忠味土井 82.0 菊俊土井 美方郡新温泉町切畑

CCBCCC 雌 02.04.18 ひさつる２ 黒原1271159 谷福土井 倉田　拓磨

9 247 照忠土井 80.3 福芳土井 美方郡新温泉町多子

CAAAAB 雌 02.04.06 きよひめ 黒原1524450 菊道土井 竹下　与輔

17 295 悠哲土井 80.6 照長土井 美方郡香美町小代区新屋

      雌 02.02.18 しげふく２ 黒原1206159 高 菊照土井 中村　芳老

9 247 山長土井 81.2 菊俊土井 異性複数産子 美方郡香美町村岡区丸味

      雌 02.04.06 ６１としふく 黒原1542175 福広土井 その他 長瀬　五一

1 281 丸池土井 80.5 照忠土井 美方郡香美町香住区九斗

CACAAA 原 雌 02.03.03 つるきそ 黒2612150 鶴山土井 合同会社　谷口畜産

10 250 丸若土井 81.7 菊俊土井 宍粟市波賀町道谷

BAABAA 原 去 02.04.03 ゆみこ 黒2264329 菊道土井 岸本　章弘

1 285 照和土井 80.7 丸富土井 朝来市岩津

      去 02.02.28 にしまるとみ 黒2642339 照也土井 西垣　篤志

3 263 芳山土井 81.2 丸典土井 朝来市和田山町土田

BAABAA 原 去 02.03.21 はるぎく２の１０ 黒原1709852 菊俊土井 川見　和秀

2 264 千代藤土井 80.6 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BABAAA 原 去 02.03.20 ふとむ２ 黒2554615 福芳土井 高橋　副武

16 264 丸若土井 81.2 照菊波 養父市大屋町若杉

CCBCCB 去 02.03.20 あつどい 黒原1206208 菊照土井 高橋　副武

2 267 丸池土井 82.0 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 去 02.03.17 なぞみ２ 黒原1743127 照長土井 高橋　副武

1 275 宮菊城 79.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAABAA 原 去 02.03.09 しらい 黒2642270 芳山土井 高橋　副武

306
14092-8044-4

307
14092-8043-7

308
14092-8040-6

303
14340-0004-8

304
14092-7891-5

305
14092-8053-6

300
16138-9345-4

301
16138-9169-6

302
16204-1020-0

297
14092-7186-2

298
14092-6883-1

299
16138-9366-9

295
14092-6842-8

296
14092-7185-5



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 252 照和土井 81.1 丸宮土井 豊岡市出石町暮坂

      去 02.04.01 ひさてる２ 黒原1774575 照美土井 旗谷　仁志

4 238 丸春土井 83.5 芳悠土井 左後肢つなぎ拳大白痣 豊岡市目坂

      去 02.04.15 みつるの５ 黒原1667069 谷美土井 その他 谷口　衣津美

11 248 丸池土井 80.6 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CACBAA 去 02.04.05 いなとし 黒原1423411 照長土井 森井　正彦

2 244 宮菊城 81.7 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 雌 02.04.09 るみ４ 黒原1743136 菊俊土井 岩花　希

2 242 芳悠土井 82.7 照忠土井 乳頭異常 養父市大屋町宮垣

      雌 02.04.11 こうふく１３の２ 黒原1709832 丸宮土井 その他 岩花　希

2 230 丸若土井 81.0 千代藤土井 乳頭異常 養父市大屋町蔵垣

      雌 02.04.23 あいまるこ１ 黒原1743144 丸宮土井 その他 上垣　勇吾

4 248 丸池土井 80.6 菊西土井 養父市大屋町宮本

CACBAA 原 雌 02.04.05 あきほ６の３ 黒2519076 菊波土井 寺尾　智也

2 297 村岡土井 79.7 忠隆土井 朝来市和田山町安井

      原 雌 02.02.16 たかふく 黒2594456 茂広波 県北部農業技術センタ

1 243 丸春土井 81.6 芳悠土井 豊岡市清冷寺

BCBBCA 原 雌 02.04.10 しげよし 黒原1774573 福芳土井 浅井　光澄

11 234 芳悠土井 81.4 菊俊土井 豊岡市中郷

BABBAA 原 雌 02.04.19 ふくみ２ 黒原1449798 高育 鶴丸土井 新田　義孝

7 252 丸春土井 79.8 福広土井 兵庫県赤穂市鷏和

BCCBCB 原 雌 02.04.01 ふくふね 黒2423294 光照土井 後藤　那由太

3 264 丸若土井 80.8 芳山土井 姫路市夢前町新庄

AAABAA 原 雌 02.03.20 さかえ 黒2561158 照一土井 西影　昌久

10 224 照忠土井 80.0 福広土井 佐用郡佐用町宇根

BAABAB 去 02.04.29 ともえ 黒2347329 福芳土井 妹尾　良恵

2 249 丸宮土井 81.2 丸富土井 乳頭異常 三田市下内神

      雌 02.04.04 ぷれじぃる８６ 黒2554554 福広土井 その他 円丁　一良

321
14185-2863-6

322
14607-0168-1

318
14092-7942-4

319
13993-2909-3

320
15895-6916-2

315
14092-8176-2

316
16138-5035-8

317
14092-8409-1

312
14092-8323-0

313
14092-8324-7

314
15655-6544-7

309
16138-9514-4

310
14092-7813-7

311
14092-8126-7



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 261 丸池土井 80.0 芳悠土井 三田市沢谷

CACBAA 原 雌 02.03.23 やまひさ 黒2517154 照也土井 妻鹿　亮輔

2 244 丸春土井 80.8 千代藤土井 三田市沢谷

BACBBA 原 雌 02.04.09 やすちよ２９ 黒2598958 福広土井 妻鹿　亮輔

1 270 千代藤土井 81.2 丸宮土井 小野市昭和町

      去 02.03.14 みさき 黒2634502 芳悠土井 藤本　幹泰

5 262 芳悠土井 81.7 丸宮土井 丹波市氷上町油利

BCBABA 去 02.03.22 くらら 黒原1610928 北本土井 山本　竜矢

2 280 丸春土井 80.3 照忠土井 丹波市市島町乙河内

CABBAA 原 去 02.03.04 ごいちよ３ 黒2576145 菊俊土井 荻野　浩

4 216 照和土井 83.0 丸宮土井 丹波市春日町棚原

AABBAA 原 去 02.05.07 ゆいがはまゆい 黒原1679942 菊俊土井 山本　智

1 270 照忠土井 81.4 丸宮土井 丹波市春日町鹿場

BAAAAA 原 雌 02.03.14 ふみまる 黒原1772078 福芳土井 田川　良一

5 252 芳悠土井 81.0 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

CBCABA 原 雌 02.04.01 やまみや４ 黒原1634879 福広土井 ひょうたん農場㈱

6 270 芳山土井 80.5 丸宮土井 丹波篠山市曽地口

BAABAA 原 雌 02.03.14 おりひめ 黒2456067 照長土井 清水　健司

3 241 宮菊城 80.2 芳山土井 丹波篠山市今田町市原

AAACAA 原 去 02.04.12 まどか 黒2549578 菊俊土井 古家後　康夫

11 254 照忠土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町岸田

AAABAA 原 去 02.03.30 ふくみ 黒原1368852 改 鶴丸土井 田中　孝広

1 239 山長土井 83.8 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

      原 去 02.04.14 しげひさ 黒原1772037 丸明波 村尾　和広

4 246 照忠土井 80.6 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

BABBAB 去 02.04.07 ももか 黒2514938 照長土井 高美　治

11 240 照忠土井 81.6 福芳土井 美方郡新温泉町春来

BAABAB 去 02.04.13 なかかね２ 黒原1444325 高 谷福土井 福井　清溢
336

14092-7101-5

333
15656-2301-7

334
14092-6803-9

335
14092-7014-8

330
14098-4283-3

331
13439-6762-3

332
13439-6732-6
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15894-7309-4
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16008-1101-0
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13919-0131-0



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 240 芳山土井 81.6 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA 原 去 02.04.13 てるすぎ 黒原1679923 照也土井 大田　好雄

2 232 芳悠土井 81.0 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

AABBBA 原 去 02.04.21 たかてるよし 黒原1740223 福広土井 中村　文吾

2 243 芳悠土井 80.3 照忠土井 美方郡香美町小代区東垣

      去 02.04.10 なかみつ 黒2594428 芳山土井 中村　まゆみ

11 259 山伸土井 80.3 丸博土井 美方郡香美町村岡区味取

      原 去 02.03.25 やすひで１ 黒原1444293 育改 照長土井 西山　勝

9 242 芳悠土井 80.6 丸福土井 美方郡香美町村岡区熊波

CBBCBA 原 去 02.04.11 おおみぞ８の１ 黒原1482226 高改 谷福土井 井上　哲也

11 241 山伸土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区熊波

      原 去 02.04.12 ゆきとし 黒原1444305 幸福土井 井上　哲也

1 264 照和土井 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区神坂

      去 02.03.20 ゆきよし 黒2638112 照忠土井 伊沢　栄一

5 241 第２安鶴土井 79.5 鶴神土井 美方郡香美町村岡区黒田

CCCAAC 雄 02.04.12 ちえつるひめ 黒2480505 照也土井 長岡　直美

6 254 芳悠土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBCAAA 原 雌 02.03.30 まさひめ８ 黒原1624624 谷福土井 小林　操

2 277 忠味土井 81.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 02.03.07 はなよし 黒原1740188 改 菊西土井 森脇　薫明

1 262 照和土井 81.5 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABAAA 原 雌 02.03.22 てるふく５ 黒原1740190 幸福土井 森脇　雄一

6 272 芳悠土井 80.5 丸富土井 美方郡香美町小代区神水

BBBBBA 原 雌 02.03.12 たつひめ３ 黒原1624659 改 谷福土井 藤原　吉子

1 235 山伸土井 81.3 富亀土井 美方郡新温泉町塩山

      原 雌 02.04.18 だいふくつる 黒原1772024 福広土井 坂本　隆子

1 269 照忠土井 79.6 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 雌 02.03.15 ながにしやま 黒2638154 菊西土井 中井　のり子

348
16138-9261-7

349
14092-6979-1

350
15656-2201-0

345
14092-7173-2

346
14092-6740-7

347
14092-6915-9

342
14092-7123-7

343
14092-6948-7

344
14092-7546-4

339
14092-6778-0

340
16138-9380-5

341
14092-7124-4

337
16138-9185-6

338
16138-9298-3



雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
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

令和2年12月9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 富亀土井 82.1 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BACAAA 原 雌 02.03.15 あきよしひさ 黒原1709645 改 照忠土井 中井　のり子

11 231 照忠土井 82.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAB 原 雌 02.04.22 たつみ 黒原1444367 安美土井 村尾　賢一

1 263 丸若土井 82.6 芳悠土井 宍粟市波賀町道谷

BAABAA 原 雌 02.03.21 ゆうき 黒2634541 菊俊土井 岸本　章弘

9 257 丸若土井 80.0 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

AAABAA 原 去 02.03.27 あつよし 黒2362264 光照土井 大封アグリ　一宮牧場

5 253 芳悠土井 81.0 丸宮土井 豊岡市野上

AABAAA 原 去 02.03.31 やすたに２６ 黒原1655332 菊西土井 西垣　富夫

4 258 芳山土井 80.7 宮喜 豊岡市城崎町飯谷

BABCAA 原 去 02.03.26 てるこ５ 黒2496970 照長土井 北村　幸弘

11 252 丸池土井 80.6 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

BABBAA 原 去 02.04.01 ふくぎく 黒原1467515 高育 谷石土井 小牧　伸典

8 245 芳悠土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

BAAAAA 原 去 02.04.08 はるな４ 黒原1528517 菊俊土井 小牧　伸典

4 243 丸若土井 80.6 千代藤土井 養父市森

AAAAAA 原 去 02.04.10 なつちよ 黒2519083 芳悠土井 田村　正宏

5 244 芳悠土井 82.1 丸富土井 養父市八鹿町高柳

ABBCCA 原 去 02.04.09 みゆきひめとみ 黒原1655345 福芳土井 但馬農高

10 255 丸春土井 80.1 菊宮土井 養父市大屋町宮本

CBBBBB 去 02.03.29 きくつる 黒2350118 鶴丸土井 寺尾　和敏

7 260 丸宮土井 80.7 芳山土井 朝来市和田山町土田

CBAAAA 去 02.03.24 さかえやま 黒原1576346 鶴山土井 川見　和秀

1 249 丸池土井 81.6 千代藤土井 朝来市和田山町中

CACAAA 原 去 02.04.04 ちひろ 黒原1725527 宮菊城 宮田　靖仁

3 252 丸若土井 80.2 千代藤土井 朝来市和田山町野村

BAAAAA 原 去 02.04.01 ふじよしの１６ 黒2554638 照一土井 宮田　貴身仁
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雌： 155 雄： 1 去： 225 合計 381
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
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耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 268 丸池土井 81.4 芳山土井 朝来市和田山町野村

BAABAA 原 雌 02.03.16 ふじやま１５ 黒原1682773 菊俊土井 宮田　貴身仁

6 263 丸池土井 80.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BAACAA 原 雌 02.03.21 ともぎく１ 黒原1561893 菊俊土井 上垣　勇吾

2 251 丸若土井 81.5 照忠土井 養父市大屋町若杉

CAAAAA 原 雌 02.04.02 うみどり 黒原1743130 丸福土井 高橋　副武

14 252 丸若土井 83.3 幸豊土井 面大輪 養父市大屋町若杉

      雌 02.04.01 のりとよ 黒原1299820 谷美土井 その他 高橋　本明

2 259 丸池土井 81.5 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 雌 02.03.25 あざみ２ 黒原1743122 照長土井 高橋　副武

2 233 宮菊城 81.4 芳悠土井 豊岡市中郷

AAABAA 原 雌 02.04.20 ぼたん２ 黒原1743099 菊俊土井 新田　義孝

2 243 照立土井 81.3 芳悠土井 豊岡市出石町上野

BBBBAA 原 雌 02.04.10 ちか 黒原1743102 丸福土井 山本　憲一

8 286 照忠土井 81.2 福芳土井 加古川市志方町横大路

BABBAA 原 雌 02.02.27 ふくみつ２２ 黒2398426 菊照土井 松岡　功

1 308 照和土井 80.0 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

      雌 02.02.05 ゆず 黒2634527 芳悠土井 大封アグリ　一宮牧場

4 275 丸池土井 82.0 芳山土井 宍粟市波賀町道谷

BABBAA 原 去 02.03.09 ちひろ１１ 黒2519142 菊原波 岸本　章弘

1 257 芳悠土井 81.7 千代藤土井 養父市大屋町宮垣

      去 02.03.27 るみな 黒原1774595 丸宮土井 岩花　希

9 282 照忠土井 81.6 丸福土井 豊岡市目坂

CABBAA 原 雌 02.03.02 よしたけ４ 黒原1507994 高育 谷福土井 谷口　正徳

6 258 北義姫 80.1 北丸土井 乳頭異常 朝来市和田山町安井

      雌 02.03.26 みふくまる 黒原1574000 宮照波 その他 県北部農業技術センタ

8 290 照和土井 80.1 菊西土井 美方郡新温泉町丹土

BACABA 原 去 02.02.23 ふく７の２ 黒原1542182 鶴山土井 県立但馬牧場公園
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10 304 山伸土井 80.8 福広土井 美方郡香美町小代区秋岡

      原 去 02.02.09 みつよしこ 黒原1482212 改 照長土井 今井　正人

12 276 芳悠土井 84.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区宿

AABCBA 原 雌 02.03.08 ひろてる 黒原1404840 照長土井 上田　伸也

1 267 照立土井 79.0 丸春土井 丹波篠山市小原

      去 02.03.17 さくら 黒2638193 芳山土井 勝木　清市

379
14092-6866-4

380
15656-2053-5

381
13439-6749-4


