
熊野牛子牛市場セリ名簿
開催日 H28.8.23

上場 名　号 本原 産次 父 母点数 母の父 生年月日 購買者 出荷者

番号 個体識別番号 資格 性 母 母登録 母の祖父 日令 番　号 （住所・氏名）

せん 期待 8 福華１ 78.3 北仁 H27.12.9 御坊市

15029-0529-9 牝 つるこ 黒 金鶴 258 阪口　義弘

福華平 期待 9 福華１ 80.6 藤平茂(事業団) H28.1.15 5種混2回済 和歌山市

14907-5902-7 去勢 ななひら 黒 福谷福 221 野嶋　良平

芳春 期待 6 芳之国 77.8 茂勝栄 H28.1.10 印南町

14572-5889-1 去勢 はるみ 黒 照長土井 226 下口　栄太郎

みっつ 9 芳之国 83.3 平茂勝 H27.10.4 かつらぎ町

14941-0042-9 牝 まつこ 黒 安平 324 飼原　悠希

しょうこ 10 徳悠翔 81.9 福栄 H27.10.31 かつらぎ町

14886-6844-7 牝 ふくかぶ 黒 谷茂(事業団) 297 楠本　哲嗣

しげゆきてる 期期 5 茂勝栄 80.3 美津照 H27.12.5 紀の川市

14366-1171-6 牝 ゆきてる 黒 福之国 262 長田　正穂

まつこ 6 徳久福 79.5 勝忠平 H27.10.11 かつらぎ町

14941-0043-6 牝 まつお９４５ 黒 金幸 317 飼原　悠希

ふじこ 12 聖香藤 81.3 松福美 H27.11.21 かつらぎ町

14886-6845-4 牝 さちはな 黒 平茂勝 276 楠本　哲嗣

花安 期期 1 茂花国 79.8 安茂勝 H27.12.15 古座川町

13479-2821-7 去勢 まさる 黒 福栄 252 谷　正夫

こずえ 期待 3 安茂勝 80.8 美津照 H27.11.17 5種混2回済 海南市

13380-5484-0 牝 ももか 黒 藤桜 280 ﾍﾓ注1回予定 上芝　恵介

こと 2 久富福 80.7 安茂勝 H27.12.13 御坊市

15029-0530-5 牝 くにこ 黒 北国７の８ 254 阪口　義弘

七海 期待 11 芳之国 80.7 第２平茂勝 H27.11.22 串本町

13720-2980-4 去勢 ななみ 黒 高栄 275 森嶋　貫五

小太郎 期期 3 芳之国 80.4 金幸 H27.10.18 ET産子 紀の川市

14907-5192-2 去勢 さゆり 黒 安糸福 310 中山　庄司
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育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格
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上場 名　号 本原 産次 父 母点数 母の父 生年月日 購買者 出荷者

番号 個体識別番号 資格 性 母 母登録 母の祖父 日令 番　号 （住所・氏名）
育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格

久町忠 期待 3 安福久 79.0 平茂晴 H27.11.17 ET産子 かつらぎ町

13399-5228-2 去勢 はれひめ 黒 安平 280 飼原　悠希

恵比丸 期待 13 福華１ 80.9 安平 H28.1.10 御坊市

15029-0533-6 去勢 あおい 黒 糸秀 226 阪口　義弘

美国勝 4 美国桜 81.8 勝忠平 H28.1.21 5種混2回済 和歌山市

13937-5904-9 去勢 かつよ 黒 安福165の9 215 野嶋　良平

芳奈国 期期 2 芳之国 79.7 福華１ H27.12.5 田辺市本宮町

14883-7486-7 去勢 なずな 黒 安福久 262 石谷　強

みつひめ 3 美津照重 82.5 勝忠平 H28.1.10 5種混2回済 海南市

13380-5486-4 牝 かつひめ 黒 安福165の9 226 ﾍﾓ注1回予定 上芝　恵介

みつさかえ 期期 5 美津百合 77.9 北仁 H27.11.27 古座川町

13479-2818-7 牝 きたかみ 黒 美津神 270 谷　正夫

かなこ 期待 8 福安照 79.8 平茂勝 H27.11.10 串本町

13720-2978-1 牝 かねこ 黒 北国７の８ 287 森嶋　貫五

山善勝 期待 5 安茂勝 78.5 糸福(鹿児島) H28.1.9 田辺市

13532-2972-8 去勢 さんぜん0045 黒 糸光　　　　◆ 227 打越　章介

ふくたろう 4 直太郎 80.3 福安照 H28.1.18 5種混2回済 和歌山市

13937-5903-2 牝 ふくやすふじ 黒 忠富士 218 野嶋　良平

よしゆり 期待 3 芳之国 80.4 金幸 H27.10.25 ET産子 かつらぎ町

13844-7487-6 牝 さゆり 黒 安糸福 303 木村　全治

茂百合 期期 11 美津百合 80.6 第７安福 H27.12.14 古座川町

13479-2820-0 去勢 たにやす 黒 茂重桜 253 谷　正夫

花緑 4 花美千 80.1 福安照 H27.11.26 ﾍﾓ注1回予定 白浜町

14202-6250-4 去勢 みどり 黒 平茂勝 271 長谷川　寛

福満 期期 3 福安照 80.3 安茂勝 H27.12.20 那智勝浦町

14886-6188-2 去勢 すいせん 黒 若茂勝 247 加味根　靖子
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上場 名　号 本原 産次 父 母点数 母の父 生年月日 購買者 出荷者

番号 個体識別番号 資格 性 母 母登録 母の祖父 日令 番　号 （住所・氏名）
育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格

きくゆり 期期 15 美津百合 78.5 谷菊 H27.12.3 古座川町

13479-2819-4 牝 きくゆき 黒 第２安鶴土井 264 谷　正夫

百合影 期期 6 美津百合 78.6 藤北景 H27.11.8 印南町

14572-5886-0 去勢 きたかげ 黒 北湖２ 289 下口　栄太郎

ゆりこ 期期 8 美津百合 79.3 美津神 H27.10.28 古座川町

13479-2816-3 牝 かみさかえ 黒 福栄 300 谷　正夫

吹雪 期期 3 夏秋花 79.7 安茂勝 H28.1.19 御坊市

15029-0534-3 去勢 ななみ 黒 北国７の８ 217 阪口　義弘

幸紀穂 3 幸紀雄 81.3 安福久 H27.12.27 かつらぎ町

15228-6849-9 去勢 かほり 黒原 勝忠平 240 楠本　哲嗣

照重福 3 美津照重 80.7 勝忠鶴 H27.10.28 田辺市本宮町

14883-7484-3 去勢 かつふく 黒 福栄 300 石谷　強

睦正 期期 5 美津百合 79.2 北国７の８ H28.1.2 御坊市

15029-0532-9 去勢 なな 黒 安茂勝 234 阪口　義弘

ちやみ 期待 11 福安照 79.3 第２平茂勝 H27.11.10 串本町

13720-2979-8 牝 ちやこ 黒 茂福(事業団) 287 森嶋　貫五

なみ 期期 1 福安照 79.1 茂勝栄 H27.11.25 湯浅町

14547-5908-7 牝 まなみ２ 黒 松福美 272 山本　岩雄

芳照 4 芳之国 79.3 福芳土井 H28.1.4 田辺市本宮町

14883-7488-1 去勢 てるこ 黒 照長土井 232 石谷　強

しずかふく 2 久富福 82.9 金安平 H27.11.21 5種混2回済 和歌山市

14884-5899-4 牝 しずか 黒原 安茂勝 276 野嶋　良平

久富士桜 2 美国桜 81.0 安福久 H27.10.20 岩出市

13466-6512-0 去勢 ひさふじ 黒原 忠富士 308 神下　勝幸

奈津照 期期 1 美津照重 81.0 福華１ H27.12.11 日高川町

13668-0134-8 去勢 せりな 黒 安糸福 256 (農)中川農園
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上場 名　号 本原 産次 父 母点数 母の父 生年月日 購買者 出荷者
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美国勝 8 美国桜 80.7 平茂勝 H27.11.14 かつらぎ町

14983-0049-8 去勢 つぐみ 黒原 北国７の８ 283 飼原　悠希

みつやすしげ 期期 8 美津照重 79.8 安茂勝 H27.12.14 5種混2回済 和歌山市

14884-5900-7 牝 しずえ 黒 糸梅 253 野嶋　良平

福美津 期期 5 美津百合 79.3 福栄 H27.12.15 白浜町

15086-0886-6 去勢 くにこ 黒 北国７の８ 252 尾﨑　春己

銀次郎 期待 7 福華１ 78.7 美津照 H28.1.25 御坊市

15029-0535-0 去勢 ふじてる 黒 藤桜 211 阪口　義弘

勝太 6 室太郎 82.6 勝忠平 H27.12.10 かつらぎ町

15228-6847-5 去勢 かつこ 黒 忠福 257 楠本　哲嗣

元安福 期待 7 福安照 78.7 藤平茂(事業団) H28.1.2 古座川町

13479-2822-4 去勢 ふじふくひら 黒 福栄 234 谷　正夫

ふくふく 期期 12 美津照重 79.6 第７安福 H27.12.21 日高川町

13668-0135-5 牝 かずふく 黒 谷美土井 246 (農)中川農園

さきやすは 5 幸紀雄 80.0 安福165の9 H27.10.17 5種混2回済 和歌山市

14884-5898-7 牝 やすは 黒 第１花国 311 野嶋　良平

紅葉 10 美津照重 82.1 平茂勝 H27.11.13 かつらぎ町

14983-0048-1 去勢 わごうゆきこの6 黒原 安平 284 飼原　悠希

梅栄 期期 2 茂勝栄 78.9 福安照 H27.12.5 印南町

13433-9828-1 去勢 うめふく 黒 安茂勝 262 江端　大気

芳庵 6 芳之国 77.4 白清85の3 H28.1.14 田辺市本宮町

14883-7490-4 去勢 いおり 黒 平茂勝 222 石谷　強

てる 期期 4 安茂勝 79.6 福安照 H27.10.12 湯浅町

14547-5906-3 牝 まるこ 黒 北国７の８ 316 山本　岩雄

修一 1 夏秋花 79.1 安福久 H27.11.25 5種混2回済 海南市

13380-5485-7 去勢 ゆりあ 黒 百合茂 272 ﾍﾓ注1回予定 上芝　恵介
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上場 名　号 本原 産次 父 母点数 母の父 生年月日 購買者 出荷者
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育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格

芳里 1 芳之国 79.8 福安照 H27.12.25 印南町

14572-5888-4 去勢 ちさと 黒 百合茂 242 下口　栄太郎

かつてる 期期 3 福安照 81.4 安茂勝 H27.11.28 白浜町

15086-0883-5 牝 かつ 黒 茂重桜 269 尾﨑　春己

周作 期期 1 美津照重 81.9 百合茂 H27.11.15 5種混2回済 海南市

13380-5482-6 去勢 かおり 黒原 福之国 282 ﾍﾓ注1回予定 上芝　恵介

よししぐれ 期期 2 芳之国 80.9 福安照 H27.10.24 田辺市本宮町

14883-7483-6 牝 しぐれ 黒 平茂勝 304 石谷　強

朝陽 期待 5 茂花国 77.5 福栄 H27.10.25 ﾍﾓ注1回済 串本町

14987-1066-2 去勢 あさこ 黒 第２平茂勝 森嶋　貫五

晴明 8 菊花国 79.6 安重福 H27.10.18 かつらぎ町

14941-0044-3 去勢 さつき 黒 北国７の８ 310 飼原　悠希

ゆりふく 期期 11 美津百合 80.1 福栄 H27.11.9 古座川町

13479-2817-0 牝 きたさかえ５ 黒 北国７の８ 288 谷　正夫

直北 4 直太郎 80.9 北平安 H27.12.2 かつらぎ町

14983-0050-4 去勢 ひらやす 黒原 福桜(宮崎) 265 飼原　悠希

ひめはな 期期 5 福華１ 80.2 若茂勝 H27.11.30 日高川町

13668-0131-7 牝 わかひめ 黒 北国茂 267 (農)中川農園

あさ 期待 7 安平幸 80.0 北仁 H27.12.6 かつらぎ町

15228-6846-8 牝 さまあ 黒 松福美 261 楠本　哲嗣

福照重 期期 4 美津照重 79.6 百合茂 H27.10.21 印南町

14572-5885-3 去勢 ゆりふく 黒 安福久 307 下口　栄太郎

直安福 5 直太郎 79.6 奥安福 H27.12.8 岩出市

13466-6514-4 去勢 みほやすふく 黒 景藤 259 神下　勝幸

福平照 期期 3 光平照 77.1 安茂勝 H27.11.7 田辺市

13532-2970-4 去勢 はつね 黒 藤桜 290 打越　章介
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上場 名　号 本原 産次 父 母点数 母の父 生年月日 購買者 出荷者

番号 個体識別番号 資格 性 母 母登録 母の祖父 日令 番　号 （住所・氏名）
育種価 体　重 損徴 摘　要 価　格

ふくじん 期待 7 福華１ 78.8 北仁 H27.12.10 日高川町

13668-0133-1 牝 なかふくじん 黒 福栄 257 (農)中川農園

あさ 期期 6 美津百合 79.9 茂勝栄 H27.12.18 御坊市

15029-0531-2 牝 てるみ 黒 安平照 249 阪口　義弘

幸勝安 12 百合勝安 82.0 安平 H27.10.11 かつらぎ町

14941-0045-0 去勢 さちこ 黒高 隆桜 飼原　悠希

睦月 期期 2 芳之国 78.0 福安照 H28.1.6 那智勝浦町

13008-6074-5 去勢 もも 黒 安茂勝 230 原　洋平

美国久 3 美国桜 81.9 安福久 H27.12.26 5種混2回済 和歌山市

14907-5901-0 去勢 よしひさ 黒 金幸 241 野嶋　良平

福百合 期期 8 美津百合 80.2 美津福 H27.12.13 白浜町

15086-0885-9 去勢 みくに 黒 北国７の８ 254 尾﨑　春己

やすくに 期待 16 安茂勝 79.2 谷茂(事業団) H27.10.22 白舌 古座川町

13479-2814-9 牝 たにひかり 黒 北国７の８ 306 谷　正夫

みつしげしげ 期期 6 美津照重 82.0 菊平茂 H27.12.15 奥接 田辺市本宮町

14883-7487-4 牝 きくしげしげ 黒 茂重桜 252 石谷　強

照芳 期期 2 芳之国 80.6 福安照 H27.12.7 白浜町

15086-0884-2 去勢 やすてる 黒 茂勝栄 260 尾﨑　春己

夏国７の８ 6 百合勝安 79.6 北国７の８ H27.8.30 かつらぎ町

14941-0040-5 去勢 ななは 黒 紋次郎 359 飼原　悠希

大雄桜 6 美国桜 80.9 百合茂 H27.9.10 岩出市

13466-6509-0 去勢 ゆりみつてる 黒 美津照 348 神下　勝幸

参考 １）熊野牛子牛市場出荷者の生産者情報は、わかやまちくさんひろばの『熊野牛トレーサビリティシステム』よりご確認をお願いいたします。
　　ホームページアドレス　http://wakayama.lin.gr.jp/trace/index.htm
　　［お問い合わせ先］和歌山県農林水産部農業生産局畜産課（TEL073-441-2924）、公益社団法人畜産協会わかやま（TEL073-426-8133）

参考 ２）出荷予定子牛の目標出荷日齢は210日 ～ 320日です。８月市場は、平成２７年１０月８日生まれ ～ 平成２８年１月２６日生まれの子牛となります。
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